
2022年3月

株式会社インターネットイニシアティブ
(東証一部：3774)

事業等のリスク
本資料の記載のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の見通しに関する記述に該当します。将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情
報に基づく当社グループまたは当社の経営陣の仮定及び判断に基づくものであり、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しています。また、今後の当社
グループまたは当社の事業を取り巻く経営環境の変化､市場の動向､その他様々な要因により、これらの記述または仮定は､将来実現しない可能性があります。

個人投資家様向け会社説明資料
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１．IIJとは？
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1-1. 会社概要

※連結業績は、国際財務報告基準（IFRS）に基づく業績数値
※所有者別株式持分比率は、個人10%、海外投資家は24%（2021年9月末時点）
※2021年5月12日公表の2021年度連結業績見通しは、2021年11月5日に上方修正
※持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算

左：鈴木 幸一 右：勝 栄二郎

会社名 株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）

創業 1992年12月 (日本初の本格的商用インターネット接続事業者 (ISP))

上場証券取引所 東証一部 (証券コード：3774)
※2022年4月より東証新市場区分「プライム市場」へ移行予定

代表者 代表取締役会長 Co-CEO 鈴木 幸一（創業者）
代表取締役社長 Co-CEO&COO 勝 栄二郎

連結従業員数
(2021年12月末時点)

4,095名 (約7割 技術者)

2020年度 連結業績
（2021年度 連結業績見通し）

売上高 2,130億円 営業利益 142億円 当期利益 97億円
(売上高 2,285億円 営業利益220億円 当期利益137億円）

連結子会社
(2021年12月末時点)

国内 6社 海外 1１社

大株主
(2021年9月末時点)

NTTグループ (27%)
鈴木 幸一 (実質保有約6%)
伊藤忠テクノソリューションズ (4%)

経営理念
「インターネットイニシアティブ」との社名の通り、
100年に一度の技術革新であろうインターネットの
世界において、その技術革新をリードし、新たな利
用形態を提案する画期的なサービス、プラットォー
ムの提供を通じて、ネットワーク社会の発展に貢献
していく。

• 技術革新によりネットワークインフラストラク
チャ―を発展させる

• ネットワーク社会を支える仕組み（ITサービス）
を提供する

• 自己実現する職場の提供（多様な才能・価値観を
有する人材が活躍できる場）
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1-2. IIJとは
日本初の本格的商用インターネット接続事業者(ISP)

• 1992年より、法人向けインターネット接続サービスを提供開始
• 国内最大規模のインターネット網を構築・運用

大企業向けに多種多様なネットワークサービスを月額にて提供
• セキュリティ、クラウド※1 、モバイル等のネットワークサービスを自社開発、

月額サービスにて提供
• 創業以来様々なサービススタンダードを確立
• インターネット関連のセキュリティサービス事業者としても最大手

拡大するインターネット関連ビジネスを裏側で下支え

• 「クラウド」「モバイル/IoT ※2」等に注力
• 「フィンテック※3 」「CDN ※4 」 等 新規事業展開
※1 クラウド：情報システム基盤やアプリケーション等を自社保有せずにネットワークを通じたサービスとして利用できる仕組みのこと
※2 IoT : Internet of Thingsの略。これまでインターネットに接続されていなかった物体に通信機能を持たせることで、物体が情報通信を行うようになること
※3 フィンテック：Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語
※4 CDN：Contents Delivery Networkの略称。コンテンツをインターネット経由で配信するために最適化されたネットワークのこと
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1-3. IIJグループのビジネス・サービス展開の推移

1992                1996      1997        1998             2006        2007       2008       2010       2013      2014       2016      2018     2019 2021

 革新的なネットワーク関連サービスを開発して市場を開拓
 プロトタイプのネットワーク関連サービスを継続的に導入

WAN

データセンター

P to P

クラウド
“IIJ GIO”

コンテナ型
データセンター

SDN/NFV

SACM

ファイアーウォール
サービス

Web
ホスティング

マネージド
サービス

iBPS

ネットワーク
システム構築

ネットワーク
システム運用保守

アプリケーション
開発

FX

海外
システム構築

IoT 

ヘルスケア
プラットフォーム

IPv6
SMF

アンチスパム
ソリューション

Web
ゲートウェイ

グローバル
バックボーン

メール
ホスティング

品質保証制度
（SLA）

IIJmio

ダイアルアップ
サービス

インターネット
VPN

CDN

SEIL(ルータ）

アジア
バックボーン

米国
ISP事業

個人向け
ISP

IIJ4U

LaIT

DDoS

インターネット
LAN

スマート
モバイル

グローバル
WAN

海外
クラウドサービス

スマート
メータ

AI

SOC

M2M

LTE

IP 
マルチキャスト

SASE

ゼロトラスト

フレックス
モビリティ

5G

エンドポイント
サービス

マルチクラウド

個人向け
モバイル

MVNE ビッグデータ

フルMVNO
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1-4. 事業領域と競合優位性

SI事業者通信事業者
インターネット接続サービス

WANサービス
アウトソーシングサービス

（セキュリティ関連サービス等）

ネットワークインテグレーション
システム運用保守

プライベートクラウド
従来型通信サービス

電話回線 従来型システム運用保守
メインフレーム

通信事業者との相違点
 優秀なインターネットエンジニア集団
 需要を先取りした革新的なサービスの開発・提供
 ネットワークサービスとSIをワンストップで提供

SI事業者との相違点
 大規模なネットワーク網を自社で構築･運用
 先進的なネットワークサービスを自社で開発
 業界に偏りのない優良顧客基盤

競合企業との相違点
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２．IIJグループの強み
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2-1. IIJグループの強み

インターネット網の構築と運用による
高度な技術力

大手企業や官公庁を中心とする
13,000社の顧客基盤

信頼性・付加価値の高い
ネットワークサービスの開発・提供

成長市場における
月額サービス売上 の継続積み上げ

1

２

３

４

※月額サービス売上：役務の継続提供により継続的な計上が期待できる売上

※
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国内最大規模のインターネット網
• マルチキャリア構成・メッシュ構成

インターネット網のグローバル運用
• 北米・欧州・アジアに延伸

卓越したネットワーク技術力
• ネットワーク技術展開への積極的な参画
• 国内外の技術関連団体をリード

2-2.インターネット網の構築と運用による高度な技術力
ネットワーク

運用力

IIJバックボーンネットワーク

徹底した冗長構成にて止まらないネットワークを構築・運用
• 神戸・東日本大震災でも途切れないサービス

法人顧客のビジネス利用に適した信頼性の高い運用実績
• 創業以降30年近く重大障害なし

IIJネットワーク稼働率

高信頼性・スケールメリット

グローバルソリューション・プレゼンス

エンジニア・技術優位性の好循環サイクル

99.9999%

年間停止時間は30秒以下
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2-3. 大手企業や官公庁を中心とする13,000社の顧客基盤
業界トップ10企業への高いサービス浸透率（%） 顧客への複合的なサービス提供

顧客数

売上高
新ニーズの開拓 サービス利用率の底上げ

業種別売上高分布 顧客別売上高分布

既存顧客に対する深掘り、複合的なサービスを提供

業種に限定されない収益基盤 1社に依存しない収益基盤

※ IIJグループ顧客数は2021年3月末時点
※ 業界企業への浸透率は、業界ごとの連結売上高上位10社（出典：Yahoo!ファイナンス・売上高・全市場・デイリーを基に当社作成）のうち、IIJがサービスを提供している

比率であり、2021年3月末時点 IIJ単体実績を基に当社作成
※ 顧客別/顧客業種別売上分布は、2021年３月末時点 IIJ単体実績を基に当社作成
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2-4. 信頼性・付加価値の高いネットワークサービスの開発・提供

モバイルサービス
インターネット
接続サービス WANサービス

Webアクセス
セキュリティ

メール
セキュリティ等

企業 病院 銀行 大学 商業施設 工場 官公庁

セキュリティサービス

ネットワークサービス

システム
インテグレーション

（SI）

構築

運用保守

クラウドサービス

IoT

配信

個人向け
格安SIM

データセンター

エンドポイント
セキュリティ
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1994年度 2000年度 2005年度 2010年度 2020年度

2-5. 成長市場における月額売上の継続積み上げ

展開期
継続的売上拡大

設立・拡大期
顧客基盤確立

変革期
事業領域の多様化

WAN事業
M&A(2010/9)

2020年度 売上実績 2,130億円

ISPの急増 ISP価格
競争激化

企業向け
ISPは淘汰

アウトソーシング・
クラウドの高まり

モバイル・
IoT

月
額
売
上
8
割
超

月
額
売
上

SI構築売上

SI運用保守売上
WANサービス売上
アウトソーシングサービス売上
インターネット接続サービス売上

※各売上詳細については、参考情報1をご参照ください
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３．業績推移・成長戦略
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3. 業績推移・新中期計画・注力領域
収益の伸びが加速

営業利益率
売上収益（売上高）

CAPEX

単位：億円

新中期計画
2,700億円規模

スケールメリット 利益の改善

新中期計画
10％超

更
な
る

事
業
成
長

前中期計画期間 新中期計画期間 注力領域

 オフィスITの進化

 ビジネスITの進展

 業界別需要の拡大

 IoT普及の本格化

 国際事業の強化

 新規事業立ち上げ

 インターネットトラフィック継続伸長
 リモートワーク・クラウド等デジタルワークプレース環境の必要性増大
 ゼロトラスト※1・SASE※2等セキュリティ需要継続拡大

 BtoC・BtoB等オンラインビジネスの継続拡大
 SI/ネットワークサービス複合提供モデルでの差別化
 クラウド大規模利用のフェーズへ

 官庁ネットワーク・GIGAスクール等、公共DX※3の急拡大
 フィンテック・ヘルスケア等のIT活用加速
 放送・通信融合等コンテンツ配信需要の拡大

 モバイル/クラウド/セキュリティ/SIとの総合力発揮
 工場IoT/広域・大規模IoT等の進化型の普及
 5G SA※4・AI等基盤の拡充

 シンガポール有力SI事業者買収でASEAN現地事業強化
 グローバルセキュリティサービスの各国展開
 コンテナデータセンターの各国需要への対応

 ㈱ディーカレットホールディングス・JOCDN㈱等
※新規事業の詳細は、参考情報3・4をご参照ください。

※1 全ての通信トラフィックを決して信頼せず、常に検証することを前提としたネットワークセキュリティの考え方
※2 Secure Access Service Edgeの略。ネットワーク機能とネットワークセキュリティ機能をクラウド上で組み合わせ、包括的にサービス提供する考え方
※3 デジタル・トランスフォーメーションの略。企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、

業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
※4 コアネットワーク、データ通信機能、制御機能等を、全て５G(第５世代移動通信)技術によりシステム構成した通信方式のこと

※2021年度の業績進捗状況は、参考情報2をご参照ください。

2021年11月
通期見通し上方修正

 2021年度業績見通し・新中期計画営業利益率目標を上方修正
 法人向け月額ネットワークサービスの大幅売上伸長

 IPサービス、セキュリティ関連サービス、法人向けモバイル
サービス（IoT関連）等、継続売上伸長

 ネットワークサービス原価は、主として売上の増減に直接的に
連動しない性質

構造的な利益拡大フェーズへ

2021年11月
上方修正

9％超 →10％超
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４．株主還元
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4. 配当見通し（2021年11月5日上方修正）

• 2021年1月1日に当社株式1株を2株に分割しており、本スライドではそれ以前の配当額を分割後ベースに補正して表示

 株主還元の基本方針：
財務体質の強化・中長期的な事業拡大・事業投資等のための内部留保に配慮しつつ安定的な配当を継続

 増益進展に伴い中間配当より期初予想を超え増配

 1株当たり配当金の推移（単位：円）

2020年度
実績

2021年度期初予想
（2021年5月発表）

2021年度予想
（2021年11月修正）

前年同期比

中間配当（円） 10.25 19.50 23.00 +12.75
期末配当（円） 19.50 19.50 23.00 +3.50
年間配当（円） 29.75 39.00 46.00 16.25

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2021年度
（予想）

13.50 13.50 13.50

29.75

46.00

配当性向 27.5％ 34.6％ 30.4％ 27.6％ 30.3％
(見通し基準)


会社概要ページ

		商号 ショウゴウ		　株式会社インターネットイニシアティブ

		創業 ソウギョウ		　1992年12月 ネン ガツ

		上場証券取引所 ジョウジョウ ショウケン トリヒキ ショ		　東京証券取引所市場第一部（証券コード：3774）
　※2022年4月より東証新市場区分「プライム市場」へ移行予定 ショウケン

		代表者 ダイヒョウシャ		　代表取締役会長Co-CEO 鈴木 幸一
　代表取締役社長Co-CEO&COO 勝 栄二郎

		連結従業員数
(2021年12月末時点) レンケツ ジュウギョウ インスウ ネン ガツ マツ ジテン		　●名（約7割 技術者）

		連結売上高
(2021年3月期) レンケツ ウリアゲ ダカ ネン ガツ キ		　2,130.0億円

		連結子会社
(2021年12月末時点) レンケツ コガイシャ ネン ガツ マツ ジテン		　国内 6社　海外1１社

		大株主
(2021年9月末時点) オオカブヌシ ネン ガツ マツ ジテン		　NTTグループ（27%）
　伊藤忠テクノソリューションズ（4%） 
　鈴木 幸一（実質保有約7%）

		※連結売上高は、国際財務報告基準（IFRS）に基づく業績数値
※所有者別株式持分比率は、個人10%、海外投資家は24%（2021年9月末）





IIJの強み_顧客基盤1

						top500より集計 シュウケイ

								IIJ

								109,514,231,456

						IIJ-G		4,162,544,963

				Service		サービス業		21,934,008,157		20%

				Communication, IT		運輸・情報通信業		31,114,158,744		28%

				Finance		金融・保険業		19,593,794,979		18%

				Public		公共 コウキョウ		16,488,440,092		15%

				Manufacturing		製造業		10,866,953,699		10%

				Retail		商業		4,386,327,798		4%

				Construction/
Real estate		建設業/不動産		5,130,547,987		5%

								113,676,776,419



























































Service	Communication, IT	Finance	Public	Manufacturing	Retail	Construction/	
Real estate	0.20028454626750972	0.28411064325005897	0.17891551370537886	0.1505597936705115	9.9228689774132808E-2	4.0052582570168645E-2	4.684823076223954E-2	

[分類名]

 [値]



[分類名]

 [値]



[分類名]
 [値]
[分類名] 
[値]

[分類名] 
[値]



サービス業	運輸・情報通信業	金融・保険業	公共	製造業	商業	建設業/不動産	0.20028454626750972	0.28411064325005897	0.17891551370537886	0.1505597936705115	9.9228689774132808E-2	4.0052582570168645E-2	4.684823076223954E-2	


IIJ強み_顧客基盤2

						顧客別通期売上実績（SI含む）

						FY06(通年） ツウネン		売り上げに占める割合 ウ ア シ ワリアイ		FY2007				FY2008				FY2009				FY2010				FY2011				FY2014				FY2015				FY2016				FY2017				FY2018				FY2019				FY20

		売上上位
100社 ウリアゲ ジョウイ シャ		Top 1-100		20,364,656,735		54.6%		21,629,885,604		54.6%		23,125,709,127		52.1%		23,435,042,210		51.3%		31,914,589,026		53.9%		34,141,368,941		52.9%		47,422,041,251		54.1%		50,250,721,491		53.0%		49,623,872,783		51%		16,515,249,992		54%		59,911,554,929		51%		65,068,983,213		52%		71,266,664,456		50%

		売上上位
101～200社 ウリアゲ ジョウイ シャ		Top 101-200		4,846,894,529		13.0%		5,586,813,337		13.0%		6,148,664,781		13.9%		6,296,040,479		13.8%		7,738,918,599		13.1%		8,520,200,027		13.2%		10,994,954,488		12.6%		12,324,064,984		13.0%		12,996,742,278		13%		3,949,829,017		13%		15,761,877,278		13%		17,319,446,625		14%		18,437,582,124		13%

		売上上位
201～300社 ウリアゲ ジョウイ シャ		Top 201-300		2,491,301,512		6.7%		2,840,561,151		6.7%		3,265,755,969		7.4%		3,359,138,116		7.3%		4,325,243,233		7.3%		4,746,088,512		7.4%		6,510,040,339		7.4%		7,158,153,611		7.6%		7,585,254,349		8%		2,380,459,583		8%		9,257,761,793		8%		10,156,463,154		8%		11,136,521,375		8%

		売上上位
301～400社 ウリアゲ ジョウイ シャ		Top 301-400		1,692,935,415		4.5%		1,878,237,211		4.5%		2,109,195,827		4.8%		2,270,689,802		5.0%		2,749,445,152		4.6%		3,101,060,227		4.8%		4,209,307,397		4.8%		4,694,602,200		5.0%		5,119,010,025		5%		1,521,860,554		5%		6,096,257,900		5%		6,096,257,900		5%		7,412,112,150		5%

		売上上位
401～500社 ウリアゲ ジョウイ シャ		Top 401-500		1,245,315,709		3.3%		1,385,797,780		3.3%		1,543,063,671		3.5%		1,674,714,489		3.7%		2,011,206,944		3.4%		2,225,074,741		3.5%		2,999,261,524		3.4%		3,389,435,468		3.6%		3,663,651,294		4%		1,059,562,528		3%		4,265,908,255		4%		4,265,908,255		3%		5,506,203,085		4%

		売上上位
500位以下 ウリアゲ ジョウイ イ イカ		Top 501-		6,658,979,173		17.9%		7,305,215,374		17.9%		8,179,269,976		18.4%		8,690,564,075		19.0%		10,476,485,574		17.7%		11,749,646,447		18.2%		15,457,392,862		17.6%		16,980,839,238		17.9%		18,466,344,617		19%		5,273,755,280		17%		22,312,744,529		19%		22,312,744,529		18%		29,288,540,384		20%

						37,300,091,640		100.0%		40,626,510,523		100.0%		44,371,659,351		100.0%		45,726,189,171		100.0%		59,215,888,528		100.0%		64,483,438,895		100.0%		87,592,997,861		100.0%		94,797,816,992		100%		97,454,875,346		100%		30,700,716,954		100%		117,606,104,684		100%		125,219,803,676		100%		143,047,623,574		100%

																														海外投資家用 カイガイ トウシカ ヨウ																IIJweb用 ヨウ







Top 1-100	Top 101-200	Top 201-300	Top 301-400	Top 401-500	Top 501-	20364656735	4846894529	2491301512	1692935415	1245315709	6658979173	



Top 1-100	Top 101-200	Top 201-300	Top 301-400	Top 401-500	Top 501-	0.51250809732604474	0.13769003262998813	7.3462017651153802E-2	4.9658408959216173E-2	3.6624842773080257E-2	0.19005660066051691	



Top 1-100	Top 101-200	Top 201-300	Top 301-400	Top 401-500	Top 501-	0.5389531394248912	0.13068990082519294	7.3041937569759269E-2	4.6430868814877881E-2	3.3963974770876044E-2	0.17692017859440268	

1	

1	



Top 1-100	Top 101-200	Top 201-300	Top 301-400	Top 401-500	Top 501-	0.52945949419033389	0.13213005033546141	7.3601665688583617E-2	4.809080098922041E-2	3.4506142648861281E-2	0.18221184614753944	







Top 1-100	Top 101-200	Top 201-300	Top 301-400	Top 401-500	Top 501-	0.49820236558584297	0.12889121582968521	7.7851844698691997E-2	5.1815695813818528E-2	3.8492097578619225E-2	0.20474678049334205	
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0.49820236558584297	0.12889121582968521	7.7851844698691997E-2	5.1815695813818528E-2	3.8492097578619225E-2	0.20474678049334205	











売上上位	
100社	売上上位	
101～200社	売上上位	
201～300社	売上上位	
301～400社	売上上位	
401～500社	売上上位	
500位以下	0.49820236558584297	0.12889121582968521	7.7851844698691997E-2	5.1815695813818528E-2	3.8492097578619225E-2	0.20474678049334205	



売上高推移（面）

																														14.5%		17.1%		4.3%		-2.5%																				100

				営業収益（売上高） エイギョウ シュウエキ ウリアゲ ダカ		1,096		4,034		8,533		12,323		14,769		25,302		31,876		39,905		44,018		38,779		41,703		49,813		57,055		66,835		69,731		68,006		82,418		97,315		106,248		114,272		123,050		140,648												FY2021		FY2022

						FY1994		FY1995		FY1996		FY1997		FY1998		FY1999		FY2000		FY2001		FY2002		FY2003		FY2004		FY2005		FY2006		FY2007		FY2008		FY2009		FY2010		FY2011		FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020						FY2023

						1994年度 ネンド												2000年度 ネンド										2005年度 ネンド										2010年度 ネンド																				2020年度 ネンド

						FY1994												FY2000										FY2005										FY2010																				FY2020						FY2023

		Connectivity service revenues		インターネット接続サービス売上 ウリアゲ		1,096		4,034		7,769		11,230		11,899		14,495		17,202		17,186		16,970		15,951		14,310		13,299		13,208		17,578		19,680		20,701		20,530		20,424		21,493		22,610		24,572		32,853		44,369		52,705		58,406		62,690		66,069						270,000

		Outsourcing service revenues		アウトソーシングサービス売上 ウリアゲ						764		1,093		1,506		1,292		2,728		5,529		5,329		6,414		8,174		9,924		9,031		11,367		12,941		13,718		15,032		17,319		18,571		19,670		20,108		21,266		21,735		26,119		29,137		32,337		35,710

				WANサービス売上 ウリアゲ																										2,114		2,357		2,455		2,554		16,100		25,667		25,168		25,006		24,326		25,177		26,460		29,295		30,990		26,972		25,048

		Systems operation and maintenance revenues		SI運用保守売上 ウンヨウ ホシュ ウリアゲ										0										5,221		8,256		11,209		13,867		15,993		18,989		18,717		17,507		19,472		21,380		23,796		27,800		33,044		22,626		37,903		41,673		46,418		51,517

				SI構築売上 コウチク ウリアゲ										1,364		9,515		11,946		17,189		21,719		11,194		10,963		15,381		18,834		19,540		15,644		12,110		12,733		13,109		17,316		20,364		22,604		21,145		25,620		25,998		27,975		31,976		31,767

		ATM		ATM																												4		23		207		517		1,324		2,320		2,827		3,640		0		0

				ストック		1,096		4,034		8,533		12,323		13,405		15,787		19,930		22,715		22,299		27,586		30,740		34,432		38,220		47,296		54,065		55,689		69,169		82,881		86,613		91,082		96,806				115,189		146,022		160,206

				SI		0		0		0		0		1,364		9,515		11,946		17,189		21,719		16,415		19,219		26,590		32,701		35,533		34,633		30,827		30,240		32,581		38,696		44,160



				システムインテグレーション												7,640		10,556		14,355		15,013		11,848		15,854		23,505		30,527		34,018		33,647		30,071		29,444		31,469		37,205		42,470

		Systems construction revenues		ネットワークシステムの構築 コウチク																				6,627		7,598		12,296		16,660		18,025		14,659		11,354		11,937		11,998		15,825		18,674

				機器販売 キキ ハンバイ												1,875		1,390		2,834		6,706		4,567		3,365		3,085		2,174		1,515		985		756		796		1,112		1,491		1,690



																						26.4%		-48.5%		-2.1%		40.3%				3.7%		-19.9%		-22.6%		5.1%

																						4,530		(10,525)		(231)		4,418				706		(3,896)		(3,534)		623

																						-50.7%		-71.1%		-73.7%						-70.8%		-77.6%		-82.2%

																				22,716		22,299		27,585		30,740				38,221		47,296		54,087		55,896

																						-1.8%		23.7%		11.4%		-100.0%				23.7%		14.4%		3.3%













































インターネット接続サービス売上	1994年度	2000年度	2005年度	2010年度	2020年度	1096	4034	7769	11230	11899	14495	17202	17186	16970	15951	14310	13299	13208	17578.445	19680	20701	20529.736000000001	20423.928	21493.331999999999	22609.735000000001	24571.8	32852.938999999998	44368.707000000002	52705.142999999996	58405.8	62689.957999999999	66069.183999999994	アウトソーシングサービス売上	1994年度	2000年度	2005年度	2010年度	2020年度	764	1093	1506	1292	2728	5529	5329	6414	8174	9924	9031	11367.137000000001	12940.906000000001	13717.705	15031.785	17318.954000000002	18570.641	19670.127	20107.849999999999	21265.895	21734.968000000001	26118.656999999999	29137.246999999999	32337.243000000002	35709.644999999997	WANサービス売上	1994年度	2000年度	2005年度	2010年度	2020年度	2114.1660000000002	2357.0810000000001	2454.9270000000001	2553.5509999999999	16100.046	25666.524000000001	25168.424999999999	25005.866999999998	24325.951000000001	25176.73	26459.697	29295.097000000002	30989.645	26971.521000000001	25048.098000000002	SI運用保守売上	1994年度	2000年度	2005年度	2010年度	2020年度	0	5221	8256	11209	13867	15992.843000000001	18989	18717	17507.098999999998	19471.641	21380.157999999999	23795.928	27800.132000000001	33043.669000000002	22625.753000000001	37903.235000000001	41673.470999999998	46417.523999999998	51516.633999999998	SI構築売上	1994年度	2000年度	2005年度	2010年度	2020年度	1364	9515	11946	17189	21719	11194	10963	15381	18834	19539.793000000001	15644	12110	12732.966	13109.402	17315.844000000001	20363.861999999997	22604.254000000001	21144.677	25620.202000000001	25997.832999999999	27974.651999999998	31975.911000000004	31767.277999999998	







計画 （日） (3)

																																				100000		FY21新見通し シン ミトオ								FY21旧見通し キュウ ミトオ		FY20実績 ジッセキ				1H21見通し ミトオ				1H20実績 ジッセキ



								　　　　　売上高比  ダカ		　　　　　売上高比  ダカ						　　　　　売上高比  ダカ																																				100				1000

								2021年度見通し ネンド ミトオ		2021年度 第3四半期 累計実績 ネンド ダイ シハンキ ルイケイジッセキ		進捗率 シンチョクリツ				2020年度実績 ネンド ジッセキ		前期比 ゼンキヒ								前期比

								（2021年11月修正） ネン ガツ シュウセイ		（2021年4月～12月） ネン ガツ ガツ						（2020年4月～2021年3月） ネン ガツ ネン ガツ		（2021年度見通しと2020年度実績の比較） ネンド ミトオ ネンド ジッセキ ヒカク

						 売上収益 ウリアゲ シュウエキ		2,285		1,656		72%				2,130.0		+7.3%		+155.0						+6.1%		+130.0

																																						228,500,000								226,000,000		213,001,880		12,998,120		108,000				101,664,990		101,665						6,335		63

						 売上原価		78.2%		77.8%						81.1%

								1,787		1,288		72%				1,727.2		+3.5%		+59.8						+4.6%		+79.8										178,700,000								180,700,000		172,719,925				87,400				84,210,372		84,210

						 売上総利益		21.8%		22.2%						18.9%

								498		368		74%				402.8		+23.6%		+95.2						+12.5%		+50.2										49,800,000								45,300,000		40,281,955				20,600				17,454,618		17,455

						 販売管理費等		12.2%		12.4%						12.2%

								278		205		74%				260.3		+6.8%		+17.7						+6.8%		+17.7										27,800,000								27,800,000		26,034,232				14,100				12,215,569		12,216

						 営業利益		9.6%		9.8%						6.7%

								220		163		74%				142.5		+54.4%		+77.5						+22.8%		+32.5										22,000,000								17,500,000		14,247,723				6,500				5,239,049		5,239

						 税引前利益 リエキ		9.4%		10.6%						6.6%

								215		176		82%				140.3		+53.2%		+74.7						+23.3%		+32.7										21,506,000								17,300,000		14,034,719				6,300				4,465,861		4,466

						 当期利益 トウキ リエキ		6.0%		7.0%						4.6%

								137		115		84%				97.1		+41.1%		+39.9						+20.5%		+19.9										13,700,000								11,700,000		9,711,559				4,200				2,769,928		2,770







								% of Revenues		% of Revenues						% of Revenues										YoY

								FY21 Targets		1Q-3Q21 Results		Progress				FY20 Results		YoY

								(Revised in Nov. 2021)		(Apr. 2021 - Dec. 2021)						(Apr. 2020 - Mar. 2021)		(Comparison b/w FY21Targets & FY20 Results)

						Revenues		228.5		165.6		72%				213.0		+7.3%		+15.50						+6.1%		+13.00



						Cost of Sales		78.2%		77.8%						81.1%

								178.7		128.8		72%				172.7		+3.5%		+5.98						+4.6%		+7.98

						Gross Profit		21.8%		22.2%						18.9%

								49.8		36.8		74%				40.3		+23.6%		+9.52						+12.5%		+5.02

						SG&A etc.		12.2%		12.4%						12.2%

								27.8		20.5		74%				26.0		+6.8%		+1.77						+6.8%		+1.77

						Operating Profit		9.6%		9.8%						6.7%

								22.0		16.3		74%				14.2		+54.4%		+7.75						+22.8%		+3.25

						Shares of profit (loss) of investments accounted for using equity method investees		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						Profit before tax		9.4%		10.6%						6.6%

								21.5		17.6		82%				14.0		+53.2%		+7.47						+23.3%		+3.27

						Net Profit		6.0%		7.0%						4.6%

								13.7		11.5		84%				9.7		+41.1%		+3.99						+20.5%		+1.99























Sheet1 (2)



				FY2012		FY2013		FY2014		FY2015		FY2016		FY2017 		FY2018		FY2019		FY2020		2022年3月期 ネン ガツ キ

				106.2		114.3		123.1		140.6		157.8		176.2		192.4		204.5		213.0		226.0





		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン		2013年3月期 ネン ガツ キ		2014年3月期 ネン ガツ キ		2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期 ネン ガツ キ

				2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度
計画 ネンド ケイ カク				2023年度
計画 ネンド ケイ カク

		売上収益(単位：百万円) ウリアゲ シュウエキ		106248		114272		123050		140648		157789		176233		192430		204474		213002		228500		270000		270000

		売上収益(単位：億円) ウリアゲ シュウエキ オクエン		1,062		1,143		1,231		1,406		1,578		1,762		1,924		2,045		2,130		2,285				2,700

		総売上高の年間成長率  ウリアゲ ダカ								14.3%		12.2%		11.7%		9.2%		6.3%		4.2%		7.3%

		営業利益率 		7.3%		5.0%		4.1%		4.4%		3.3%		3.8%		3.1%		4.0%		6.7%		9.6%				13.0%

		設備投資額(単位：億円)		104		126		118		148		165		207		151		152		152		175



売上収益(単位：億円)	

2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
計画	2023年度	
計画	1062.48486	1142.72351	1230.5011500000001	1406.48008	1577.89059	1762.33321	1924.3018500000001	2044.7351500000002	2130.0188000000003	2285	2700	設備投資額(単位：億円)	



104	126	118	148	165	207	151	152	152	175	営業利益率 	10%



7.2999999999999995E-2	0.05	4.1000000000000002E-2	4.3999999999999997E-2	3.3000000000000002E-2	3.7999999999999999E-2	3.1E-2	0.04	6.7000000000000004E-2	9.6000000000000002E-2	0.13	











Sheet2



						2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度
（見通し） ネン ド ミトオ								2020年度
実績 ネンド ジッセキ		2021年度期初予想
（2021年5月発表） ネンド キショ ヨソウ ネン ガツ ハッピョウ		2021年度予想
（2021年11月修正） ネンド ヨソウ ネン ガツ シュウセイ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				中間配当（円） チュウカン ハイトウ エン		6.75		6.75		6.75		10.25		19.50						中間配当（円） チュウカン ハイトウ エン		10.25		19.50		23.00		+12.75

				期末配当（円） キマツ ハイトウ		6.75		6.75		6.75		19.50		19.50						期末配当（円） キマツ ハイトウ		19.50		19.50		23.00		+3.50

				年間配当（円） ネンカン ハイトウ		13.50		13.50		13.50		29.75		39.00						年間配当（円） ネンカン ハイトウ		29.75		39.00		46.00		16.25

				配当性向 ハイトウ セイコウ		(27.5%)		(34.6%)		(30.4%)		(27.6%)		(30.1%)



中間配当（円）	

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
（見通し）	6.75	6.75	6.75	10.25	19.5	期末配当（円）	

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	
（見通し）	6.75	6.75	6.75	19.5	19.5	
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５．サステナビリティへの取り組み
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IIJの重要課題の特定・課題への取り組み

取り組みテーマ

 イノベーションの創出
より良いネットワーク社会を実現する技術
革新を創出し続け、新たな価値と利用形態
を提案。

 事業を通じた社会課題の解決
労働人口、経済生産性、健康と福祉など、
社会課題解決に役立つインターネットサー
ビスを提供。

 気候変動への対応
データセンターなどでの省エネと再エネ活用、
人モノの移動削減・省資源などインターネッ
トサービスによる環境貢献を推進。

技術革新によりネットワーク
インフラの進化を牽引し、

様々な社会課題の解決に貢献

社会インフラを支える、
安全で強靭なインターネット

サービスの提供

取り組みテーマ

 セキュリティとプライバシー保護
すべての利用者のプライバシーとセキュリ
ティが、「あたりまえ」に守られている世界
を目指す。

 ネットワークの強靭化
産業、教育、暮らしの基盤として、自然災害
や事故、サイバー攻撃に負けない、強靭な
バックボーン・ネットワークの構築と運用。

多様な才能と価値観を持つ
人材が活躍し、積極果敢に

挑戦できる場の提供

取り組みテーマ

 ダイバーシティ・ワークライフバランス
の推進

性別、国籍、障がいの有無などに関わらず、
すべての従業員の価値観が尊重され、能力
を発揮できる職場環境の提供。

 人材の育成
従業員の自己実現や学習意欲、社会貢献の
モチベーションを最大限尊重し、支援する
風土の維持・発展。

 労働安全衛生・人権尊重の推進
従業員の心と体の健康を守りながら、安心
して働くことができる職場環境の提供。

SDGsをはじめとした社会課題に対するICT産業への要請・期待の大きさと、社会課題に対するIIJの
ポジティブ・ネガティブインパクトの大きさの2つの視点から、3つの重要課題とそれに紐づく8つの
取り組みテーマを特定

重要課題に対し優先的に取り組み、進捗や成果についての情報開示を順次実施

https://www.iij.ad.jp/sustainability/approach/5. サステナビリティへの取り組み
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ご清聴ありがとうございました。
Webサイト 投資家様向け情報のご案内

https://www.iij.ad.jp/ir

IRメール配信のご案内

適時開示情報等のIRニュースをメールでお知らせします。

https://www.iij.ad.jp/ir/ml/

Webサイト ESGへの取り組みに関するご案内

https://www.iij.ad.jp/ir/esg/



©2022 Internet Initiative Japan Inc.
21

参考情報



©2022 Internet Initiative Japan Inc.
22

総合的なネットワーク・ソリューションを提供 単位：億円

自社開発のインターネット関連の多種多様なサービス群
（セキュリティ、データセンター、リモートアクセス関連 等）

SI

構築
（含む機器販売）

運用保守

 創業来のコアサービス
 法人向け高信頼専用線サービス
（帯域保障・マルチキャリア・冗長構成等）
 契約帯域に応じた単価設定。企業は

基幹インターネット回線として利用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

法人向け
インターネット

接続

個人向け
インターネット

接続

WAN
（Wide Area Network）

アウトソーシング

多拠点間を結ぶ閉域網ネットワーク

オフィスIT・セキュリティ/クラウド/IoT関連のシステム
構築、オンライン銀行･証券、大学間ネットワーク、EC
サイト等のインターネット関連のシステム構築

主なサービス内容 事業状況・今後の展望売上区分

 新規参入困難な成熟市場
 優良顧客への独占的ポジション
 IT利用増・CDN普及等に伴うインターネッ

トトラフィック増加による利用通信量･帯域
幅増加で継続増収展望

 IoT/法人/個人等の多種多様なモバイルトラ
フィックをバランスよく共通インフラに収
容することでインフラ稼働率向上・粗利向
上を展望

• 法人：中長期需要拡大展望
• 個人：厳しい競争の中、新プラン訴求等

で回線数純増

長期安定市場

 従前よりゼロトラストコンセプトで開発
 サービス複合提供で法人顧客需要を獲得、

サービス開発継続が重要
 セキュリティ・リモートアクセス関連需要

増加継続

 社内基幹システムクラウド化の流れ、
中長期の事業機会拡大を展望

 一定のシステムは将来クラウドに収斂
 構築案件積み上げに伴い運用保守継続

増収

 IoT・クラウド等の普及にSIで更なる付加
価値を提供

月
額
売
上
８
割
超

2020年度
売上

403.5

257.2

250.5

357.1

515.2

317.7

IP

モ
バ
イ
ル

121.7

245.3

モ
バ
イ
ル

230.0

セキュリティ 184.2

オンプレミス 280.6 プライベート
クラウド等 234.5

 データ通信中心の安価なSIMサービス
 IIJweb経由の直販・量販店等販売代理店

経由の間接販売

 構築したシステムの運用保守
 豊富/高信頼/高付加価値なプライベートクラウドサー

ビスラインアップで企業のクラウド移行・活用後押し

パブリック
クラウド 27.5

IoT等法人モバイル 78.1

MVNE（他MVNO卸） 167.2

一
時
売
上

参考情報1
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　　　　　売上高比 　　　　　売上高比 　　　　　売上高比

2021年度見通し
2021年度 第3四半期

累計実績
進捗率 2020年度実績

（2021年11月修正） （2021年4月～12月） （2020年4月～2021年3月）

78.2% 77.8% 81.1%

1,787 1,288 72% 1,727.2 +3.5% +59.8
21.8% 22.2% 18.9%

498 368 74% 402.8 +23.6% +95.2
12.2% 12.4% 12.2%

278 205 74% 260.3 +6.8% +17.7
9.6% 9.8% 6.7%

220 163 74% 142.5 +54.4% +77.5
9.4% 10.6% 6.6%

215 176 82% 140.3 +53.2% +74.7
6.0% 7.0% 4.6%

137 115 84% 97.1 +41.1% +39.9

 税引前利益

 当期利益

 営業利益

前期比
（2021年度見通しと2020年度実績の比較）

 売上収益 2,285 1,656 72% 2,130.0 +7.3% +155.0

 売上原価

 売上総利益

 販売管理費等

2021年度 業績推移及び見通し（2021年11月上方修正） 単位：億円

• 販売管理費等は、販売費及び一般管理費（研究開発費を含む）、その他収益、その他費用の合計額を記載
• 当期利益は、親会社の所有者に帰属する利益を表示

2021年度 第3四半期決算発表日（2022年2月8日）時点の2021年度見通し状況の想定
売上収益 ：PTC（2021年4月買収のシンガポールSI子会社）売上ずれ込み等で2021年度見通しに対して若干ビハインドの状況認識
営業利益 ：NWサービス積み上げ・モバイル関連コスト改定等で2021年度見通し超過の状況認識
税引前利益 ：金融資産評価益が㈱ディーカレットホールディングス暗号資産事業売却関連損失を吸収し2021年度見通し超過の状況認識

参考情報2
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新規事業の取り組み ～FinTech事業～（１）

会社名 ㈱ディーカレットホールディングス IIJ持分比率 38.2％（2022年2月1日時点）

会社概要

デジタル通貨事業

パートナー 実証実験概要

KDDI㈱ 独自デジタル通貨の発行管理の自動化に
関する技術的な検証

関西電力㈱ 電力P2P取引におけるデジタル通貨決済
自動化に関する技術的な検証

大同生命保険㈱ BtoB取引におけるデジタル通貨活用に
関する技術的な検証

㈱トヨタシステムズ 独自のデジタル通貨を利用した福利厚生
制度運用に関する技術的な検証

自治体 デジタルクーポンシステムに関する技術
的な検証

日本におけるデジタル通貨決済インフラの実現に向け、メガバンク、国内主要企業、有識者等との活発な議論を継続
 デジタル通貨勉強会発足(2020年6月)

メンバー :メガバンク、セブン銀行、JR東日本、KDDI、
NTTグループ、金融庁、総務省、日銀、財務省、
経済産業省等

 デジタル通貨勉強会からデジタル通貨フォーラムへ発展
（2020年12月～）
メンバー：日本企業70社以上

主な検討内容：
・デジタル通貨の実運用に向けた課題の洗い出しと解決方法

の検討、標準化の規格の策定
・分科会にてユースケースの検討、実証実験の実施

2021年11月24日：
・デジタル通貨プラットフォームにおける発行・決済方式等

をまとめたホワイトペーパーを公表
・10の分科会で行われているユースケースの検討や概念実証

等の活動をまとめたプログレスレポートを公表

• 2018年1月 ：日本の有力企業とともにデジタル通貨事業及び暗号資産事業に取り組む㈱ディーカレットを設立

• 2021年12月27日：㈱ディーカレットは、株式移転により㈱ディーカレットホールディングスを設立、持株会社体制へ移行

• 2022年2月1日 ：㈱ディーカレットホールディングスは、デジタル通貨事業注力のため、暗号資産交換事業子会社（㈱ディーカレット）の株式譲渡を実施

 ビジネスパートナーや株主と様々な実証実験を推進
主な実証実験例

参考情報3-1
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•㈱インターネットイニシアティブ
•KDDI㈱
•日本電信電話㈱
•㈱三井住友銀行
•㈱三菱UFJ銀行
•㈱ゆうちょ銀行
•伊藤忠商事㈱
•㈱オプテージ
•㈱QTnet
•コナミホールディングス㈱
•住友生命保険相互会社
•綜合警備保障㈱
•SOMPO ホールディングス ㈱
•第一生命保険㈱
•大同生命保険㈱
•㈱大和証券グループ本社
•東京海上日動火災保険㈱
•日本生命保険相互会社

•野村ホールディングス㈱
•東日本旅客鉄道㈱
•㈱ビックカメラ
•三井住友海上火災保険㈱
•三井不動産㈱
•三菱商事㈱
•明治安田生命保険相互会社
•ヤマトホールディングス㈱
•伊藤忠テクノソリューションズ㈱
•中部電力㈱
•㈱電通グループ
•阪急阪神ホールディングス㈱
•松井証券㈱
•㈱エネルギア・コミュニケーションズ
•凸版印刷㈱
•SBIホールディングス㈱
•セコム㈱

新規事業の取り組み ～FinTech事業～（２）
㈱ディーカレットホールディングスの株主

参考情報3-2
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エンド
ユーザー

新規事業の取り組み ～動画配信事業～
社名 JOCDN㈱ 設立 2016年12月 資本 8.4億円（含む資本準備金）

事業
内容

IIJの大規模配信に関する高い技術力と放送局の動画配信サービスの融合により、
高品質･安定的な動画配信プラットフォームサービスを提供
 Hulu Japan, TVer等へサービス提供中

配信基盤
分散処理基盤

サービス提供イメージ図

インターネット接続
サービス提供

JOCDN㈱の株主

放送事業者
動画配信事業者

CDN
サービス提供

コンテンツ
提供

㈱フジテレビジョン
㈱MBSメディアホールディングス
朝日放送グループホールディングス㈱
テレビ大阪㈱

中部日本放送㈱
名古屋テレビ放送㈱
テレビ愛知㈱
㈱WOWOW
日本放送協会（NHK）

関西テレビ放送㈱
讀賣テレビ放送㈱
東海テレビ放送㈱
中京テレビ放送㈱

日本テレビ放送網㈱
㈱テレビ朝日ホールディングス
㈱東京放送ホールディングス
㈱テレビ東京ホールディングス

参考情報4
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