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1．会社概要 

・モルフォ（以下、同社）はデジタル画像処理技術の研究を行ってきた東

京大学出身の技術者を中心に、04 年 5 月に設立された研究開発主導型

ベンチャー企業である。 

・最先端の画像処理技術を駆使した各種ソフトウェアを製品化し、スマート

フォン等を中心とした機器に組み込まれており、効率的かつ高品質な次

世代のデジタル画像処理フレームワークの提供も可能である。 
 

2．事業展開と業績 

・12/10 期は国内市場における国内携帯電話端末機器メーカー各社のシ

ェア低下が原因で 479 百万円の営業赤字に転落している。 

・14/10 期は業績が着実に回復し、前期比 29.5%増収、売上高営業利益

率は 18.8%まで上昇すると予想した。 
 

3．非財務面の分析 

・会社設立以来 33 件の発明につき国内外で特許を出願し、13 年 10 月現

在で権利化されたものは国内で 17 件、米国 8 件、欧州 3 件、韓国 1 件

である。新たな技術開発及びその権利化は同社にとって収益の柱であり

事業継続の生命線でもある。 
 

4．経営戦略 

・モバイル端末向け画像処理技術のデファクトスタンダードとなることを中

期経営目標としており、人、知財、海外、新規事業領域が課題となる。 

・同社はロイヤリティ収入の増大を図り、高い利益率を確保した事業運営

に努める方針である。具体的な数字は明確にしていないが、重視する経

営指標は、売上高営業利益率及び 1 株当たり当期純利益としている。 
 

5．アナリストの評価 

・LG、Huawei、サムスン等海外勢への営業活動が奏功し、14/10 期に

入り累計ライセンス数が急増している。業績は回復基調にあると判

断した。 

・足元での業績急回復、利益率の改善、同社の高い技術力、海外携帯

メーカー顧客開拓の成功などを考慮すれば、その成長性は高く評価

できる。中長期の視点で堅実な投資判断をすべきと証券リサーチセ

ンターでは考えている。 

 
アナリスト：大竹 喜英 

+81（0）3-6858-3216 
レポートについてのお問い合わせはこちら 

info@stock-r.org 

携帯・スマホ向け画像処理ソフトウェアの開発主導型ベンチャー企業 

海外メーカーへの営業積極化でライセンス数増加、業績回復本格化へ 

 

 
 

 

 
 

株価 （円）

発行済株式数 （株）

時価総額 （百万円）

前期実績 今期予想 来期予想

PER （倍） 289.3 55.5 36.4

PBR （倍） 6.9 6.1 5.2

配当利回り （%） 0.0 0.0 0.0

1 カ月 3 カ月 12カ月

リターン　（%） -16.2 82.9 14.5

対TOPIX （%） -19.6 73.4 2.7

【株価パフォーマンス】

【主要指標】
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【株価チャート】

（円）

（注）相対株価は対TOPIX、基準は2013/9/13

（倍）

【3653　モルフォ　業種：情報・通信業】

売上高 前期比 営業利益 前期比 経常利益 前期比 純利益 前期比 EPS BPS 配当金

（百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） （円） （円） （円）

2011/10 1,565 10.4 208 -33.5 181 -41.0 76 -69.5 62.1 1,183.4 0.0

2012/10 855 ― -479 ― -472 ― -557 ― -367.9 787.9 0.0

2013/10 1,049 22.8 52 ― 73 ― 30 ― 19.6 823.6 0.0

2014/10 CE 1,350 28.6 250 373.6 250 239.5 160 431.5 101.2 ― 0.0

2014/10 E 1,360 29.5 255 383.1 264 258.5 162 438.1 102.2 934.1 0.0

2015/10 E 1,700 25.0 390 52.9 399 51.1 247 52.5 155.8 1,089.9 0.0

2016/10 E 2,000 17.6 450 15.4 459 15.0 284 15.0 179.1 1,269.1 0.0

決算期

（注）CE：会社予想、E：証券リサーチセンター予想、12/10期より連結決算に移行。2011年6月25日に50,000株の第三者割当増資を実施
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◆ 画像処理技術を駆使したソフトウェア製品提供が主要事業 

モルフォグループはモルフォ（以下、同社）及び連結子会社である

Morpho US, Inc.、Morpho Korea, Inc.の 3 社で構成され、デジタル

画像処理技術の研究を行ってきた東京大学出身の技術者を中心に、

04 年 5 月に設立された研究開発先主導型ベンチャー企業である。コ

ンピューターサイエンスは実学であるとの信念に基づき、最先端の

研究を学問で終わらせることなく社会のニーズに適合させ、独自技

術の研究開発及び製品開発を実現することで、デジタル画像及び映

像産業に貢献することを目指して設立された。 

 

設立以来、デジタル画像に関する高度なアルゴリズムを創出すべく

研究開発を行い、最先端の画像処理技術を駆使した各種ソフトウェ

アを製品化してきた。現時点では携帯電話、スマートフォンやデジ

タルカメラなどの機器に組み込まれているが、様々なプラットフォ

ームにおいて画像を認知して処理し、そして表現するといったプロ

セスを通じて、効率的かつ高品質な次世代のデジタル画像処理フレ

ームワークが提供可能であり、用途の拡大が期待されている。また、

同社の技術や製品の優位性は、機能をすべてソフトウェアで実現し

ているため余計な容積を必要とせず、壊れにくく、消費電力が少な

いという点にある。 

 

◆ 売上の約 8割は携帯電話端末用ソフトウェアのロイヤリティ収入 

同社は国内外の携帯電話やスマートフォン端末機器市場を主な対象

にソフトウェア・ライセンス事業を営んでいる。13 年 10 月期の事業

別売上構成比は①ロイヤリティ収入（79.3%）、②サポート収入

（11.7%）、③開発収入（9.0%）となっている。 

 

ロイヤリティ収入とは、主に国内外の通信事業者及び携帯電話端末

機器メーカー等に対して、同社が独自に開発した複数のソフトウェ

ア製品を商用目的で頒布・利用することを許諾し、同社の製品が搭

載された携帯端末機器等の出荷台数に応じたライセンス料を収受す

る収入である。ライセンス料の収受方法は、出荷台数に応じて収受

する方式と、契約締結時に最低保証料として一定額を一括収受し、

以降は出荷台数に応じて収受する方式との 2 つがある。 

 

サポート収入とは、同社ソフトウェア製品の利用を許諾することを

前提とした製品の携帯端末等への実装（ポーティング）支援等を行

う開発サポート収入と、ソフトウェア製品を利用許諾した後に一定

期間の技術的なサポートを提供する保守サポート収入のことである。 

 

＞ 事業内容 

1．会社概要 

高度なアルゴリズムを活用し

画像処理ソフトウェアを開

発。 

同社画像処理ソフトウェアを

搭載した端末の出荷台数に

応じたライセンス料が主な収

入源。 
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開発収入とは、主に国内外の通信事業者及び携帯電話端末機器メー

カー等が試作機等へ実装し技術的な評価等を行う際に、同社技術や

製品の利用範囲を限定して標準的な画像処理エンジンを提供する収

入や、新たな技術や製品・サービスを創出する際に通信事業者等の

仕様により研究または開発を請け負う収入のことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 販売相手先が国内メーカーから海外携帯端末メーカーへ急変 

昨今は、海外メーカーによる携帯電話及びスマートフォンの製造・

販売が増加しており、日本メーカーの出荷台数はピークの約 5,000 万

台から 3,000 万台を切る水準まで減少している。したがって、同社

の売上相手先は大きく変化している最中であり、同社は現在、海外

の携帯電話端末機器メーカーへの販路開拓、事業連携を積極化させ

ている。特に 14/10 期はこの変化が顕著で、ロイヤリティ収入の約 9

割を海外メーカーが占めると証券リサーチセンター（以下、当セン

ター）では予想している。 

 

【図表 1 】事業系統図 

（出所）有価証券報告書 

14/10 期はロイヤリティ収入

の約 9 割を海外携帯端末機

器メーカーが占めると予想。 
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◆ 製品化したソフトは 20種以上で PhotoSolidはスタンダード製品 

視覚は人間の五感の中で最も重要なインターフェースであり、人間

の情報処理の約 80%は視覚情報に依存していると言われている。近

年のデジタル技術及び情報ネットワークの発展と、カメラ付携帯電

話やスマートフォン、デジタルカメラの普及によって、視覚情報を

取り巻く環境は急激に変化し、画像撮影、保存、編集の技術は日進

月歩で重要性を増している。 

 

同社がこれまで製品化したソフトウェアは 20 種類を上回る。代表的

な製品に PhotoSolid（静止画手ブレ補正）がある。PhotoSolid は、

動き検出エンジン「SOFTGYRO（ソフトジャイロ）」注 1を利用した

ソフトウェアによる静止画手ブレ補正技術で、デジタルカメラやカ

メラ付携帯電話において撮影する際の横ブレ、縦ブレ、前後のブレ、

上下方向の回転ブレ、横の回転ブレ、光軸まわりの回転ブレなど（6

自由度）に対応した手ブレ補正を行うものである。従来は横と縦の

ブレ（2 自由度）であったが、同社は 6 自由度へ対応を実現した。

室内や夜間の撮影時に超高速シャッタースピードで連続撮影した写

真を、手ブレ量を検出して合成することでシャープかつ鮮明な画像

として最終出力を可能にしている。 
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注 1）SOFTGYRO（ソフトジャ

イロ） 

多量解像度化を用いた画像マッ

チング技術に、同社独自の信頼

度や相関度に係わる処理を導入

した動きベクトル演算プログラ

ムを指す。 

【図表 2 】売上相手先別ロイヤリティ収入の推移 

（注）Sony Mobile Communications 社は海外携帯メーカーに含む 

上記統計はモルフォの四半期決算期間と一致していない 

推定値ならびに予想値は証券リサーチセンターによるものである 

（出所）モルフォ決算説明会資料を基に証券リサーチセンター作成 
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以下では 10/10 通期のソフトウェア製品売上構成と 14/10 第 2 四半

期累計期間での売上構成を比較した上で、最近の主力製品を中心に

PhotoSolid 以外の製品の特徴を紹介する。 

 

 

 

 

 

①Morpho Panorama（広角パノラマ画像合成） 

１回の通常撮影では写すことのできない、広い範囲の写真を合成す

る技術である。通常、広い範囲（画角）の写真を撮影する場合、広

角レンズのような特別な装置が必要とされるが、Morpho Panorama

を利用すると特別な装置を用いることなく、カメラを上下左右に自

由に動かして撮影するだけで、簡単に綺麗な広角パノラマ画像を合

成することが可能となる。 

 

②Morpho HDR（ハイダイナミックレンジ画像合成） 

明暗差の大きなシーンの撮影時においても黒つぶれや白とび注 2 を抑

えた画像を生成する技術である。暗い室内と窓の外の明るい風景を

同時に撮影する場合等、露出値を変えて複数枚の画像を撮影し１枚

に合成することで、黒つぶれや白とびを抑え、露出調整が最適化さ

れた HDR 注 3画像を生成することを可能にした。 

 

 

③Video Denoiser（動画ノイズ除去） 

フレーム内でノイズを検出し除去する（空間ノイズ除去）ことに加

えて、フレームとフレームを比較してノイズを検出し除去する（時

間ノイズ除去）ことで、夜景や暗い室内での動画撮影においても効

果の高いノイズ除去をリアルタイムに実現する製品である。 

 

【図表 3 】主要ソフトウェア製品の売上構成比較 

（出所）モルフォ決算説明会資料 

注 2）黒つぶれと白とび 

黒つぶれは画像の表示・表現で

黒い部分の階調が失われ真っ黒

になってしまう状況を指す。白

とびは本来明るさの強弱がある

部分が白一色になってしまう状

況を指す。 

 

注 3）HDR 

High Dynamic Range の略。通常

の写真技法に比べてより幅広い

ダイナミックレンジを表現する

ための写真技法の一種である。 
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④Morpho Denoiser（静止画ノイズ除去） 

静止画像上のノイズを撮影後に軽減する技術である。一般に、スマ

ートフォンやデジタルカメラで撮影した映像にはノイズ（ランダム

ノイズや固定パターンノイズ）が含まれるが、同社独自のアルゴリ

ズムにより画像の色調やディテールを損なわずに、高速にノイズを

軽減することが可能になる。 

 

⑤Morpho Rapid Effect（エフェクト画像生成） 

GPU 注 4処理に対応したエフェクト画像生成技術である。CPU 注 5で

処理を行う同社従来製品 Morpho Effect Library に比べ約 2.5 倍～5

倍の高速化を実現し、高速でのエフェクト画像生成を実現すること

により、Full HD 30fps の動画でもリアルタイム処理を行うことを

可能にした。 

 

⑥MovieSolid（動画手ブレ補正） 

独自の動き検出エンジン「SOFTGYRO」による 4 自由度での手ブレ

補正をリアルタイムに実現した動画手ブレ補正技術である。横ブレ、

縦ブレ、前後のブレ、光軸まわりの回転ブレの手ブレ補正を行う。

バージョン 2.0 では機能を拡張し、従来の横ブレ、縦ブレ、前後のブ

レの補正に加えて、ローリングシャッター歪みの補正も実現した。 

 

◆ 今後の事業展開領域 

同社は現在、携帯電話端末機器分野にほぼ特化した技術開発及び製

品開発を行っているが、同社技術の強みは画像処理に関連する幅広

い分野に応用可能な点であると考えられる。当面は、同社ソフトウ

ェアのスマートフォン市場でのデファクトスタンダード化といった

中期経営目標の達成に向けて経営資源を集中させる計画である。た

だし、携帯電話端末機器分野での画像処理ソフトウェア市場は数百

億円の規模があるとは考えられず、携帯電話端末機器分野だけに依

存しない応用分野拡大の必要性が求められている。 

 

長期的視点では、カメラデバイスの小型化、高性能化、低コスト化、

多様化に加え、通信速度の高速化とクラウド化の進展も加わってカ

メラ機能と通信機能を有した各種製品やシステム、Computational 

Photography 注 6といったデジタルカメラに最適化されたカメラや画

像処理技術が出現してくることを想定される。これらの事業機会は、

同社の成長戦略の基軸になるものと考えられ、そのためにソフトウ

ェアによる画像処理技術が優位性を発揮できる分野に対して積極的

に研究開発等を推進していく方針である。同社は具体的に（1）ネッ

トワークサービス分野、（2）その他組込分野（車載、監視カメラな

ど）を想定しており、これらを戦略的に重要なターゲットと位置付

け、限られた経営資源で効果的な営業活動を実施し、段階的に新た

注 4）GPU 

Graphics Processing Unit（グラフ

ィックス プロセッシング ユニ

ット）の略。パーソナルコンピ

ュータやワークステーション等

の画像処理を担当する主要な部

品のひとつ。 

 

注 5）CPU 

Central Processing Unit（中央演算

処理装置）の略。コンピュータ

などにおいて中心的な処理装置

として働く電子回路のこと。 

 

 

中期経営目標は、同社製品

のスマートフォン市場でのデ

ファクトスタンダード化と、応

用分野の拡大。 

注 6）Computational Photography 

CG（Computer Graphics :コンピ

ュータ・グラフィックス）と CV

（Computer Vision :コンピュー

タ・ビジョン）研究から出て来

た発想で、写真術とコンピュー

タを組み合わせ、どちらか一方

のみでは実現できないような機

能を実現する技術の総称。 
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な柱としていく計画である。 

 

同社は実験的な取り組みとして、スマートフォンのカメラを利用し

た遠隔見守りサービス「Rusuban Cam」のサービスを開始している。

遠隔見守りのサービスは従来、専用のカメラ機材が必要だったが、

同社画像処理技術によって、スマートフォン等で簡単に実現するこ

とができるようになった。撮影された画像は瞬時にサーバーに保存

され、閲覧用のスマートフォンから撮影された写真が簡単に時系列

で閲覧できること、カメラの前に動きがあった時だけ静止画撮影を

行う動体検知撮影が特色となっている。 

 

 

◆ 役員構成 

同社は、代表取締役の平賀督基氏は、東京大学大学院においてアルゴ

リズム研究で博士号を取得した後に、受託開発のベンチャー企業に約

1 年半身を置いている。 

 

東京大学在籍時より、海外の研究者や技術者が研究に留まることなく

実業界と接点を持ちながらそれらを生かし、これまでに無いビジネス

を立ち上げていることを目の当たりにし、自身の研究成果をいかにし

たら社会に還元できるのかという想いを強くしてきた。自身の信念で

もある「コンピューターサイエンスは実学である」という信念を実現

するにあたって、創業という形が最も相応しいと考え、04 年 5 月に

同氏を含め 4 人で同社を設立している。 

 

現在、同社の取締役は平賀氏を含めて 5名（1 名の社外取締役を含む）。

染谷謙太朗氏は三菱重工業を経て 06 年に入社し現在は管理部門を管

掌している。松平史生氏は税理士事務所などを経て 06 年に入社し経

営企画部門管掌を経て、現在はネットワークサービス事業準備室を担

当している。髙尾慶二氏はボーダフォンなどを経て 08 年に入社し営

業部長を務めている。なお、木下耕太氏は元 NTT ドコモの取締役研

究開発本部長で、同社の顧問を経て社外取締役に 12 年 1 月に就任し

ている。 

 

 

◆ 04 年 5 月設立のベンチャー企業で、11 年 7 月にマザーズ上場 

同社は 04 年 5 月に設立された研究開発主導型ベンチャー企業で、11

年 7 月に東証マザーズ市場に上場した。近年、海外携帯電話端末機器

メーカーでの同社製品の採用が増え、累計ライセンス数も急増してい

る。 

 

 

＞ 経営陣 

社長の平賀氏は東京大学大

学院で、アルゴリズム研究で

博士号を取得。 

＞ 沿革 
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【図表 4 】モルフォの沿革 

（出所）有価証券報告書を基に証券リサーチセンター作成 

2004年5月 東京都港区南青山に株式会社モルフォを設立

2004年12月 静止画手ブレ補正技術「PhotoSolid」、動画手ブレ補正技術「MovieSolid」を発表

2006年4月 パノラマ撮影技術「QuickPanorama」を発表

2007年10月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）との間で業務資本提携

2008年6月 国内通信事業者の統合プラットフォーム向けにフレーム補間技術「FrameSolid」の提供を開始

2008年11月 国内携帯電話端末機器メーカーに画像高速表示技術「ImageSurf」の提供を開始

2010年9月 国内デジタルカメラメーカーに静止画手ブレ補正技術「PhotoSolid」の提供を開始

2011年4月 同社ソフトウェア製品の累計ライセンス数が3億ライセンスを突破

2011年7月 東京証券取引所マザーズ市場に株式上場

静止画手ブレ補正技術「PhotoSolid」の累計ライセンス数が1億ライセンスを突破

2012年2月 米国子会社「Morpho US, Inc.」を設立

2013年2月 スペインの通信事業者テレフォニカ社とライセンス契約を締結

2013年5月 広角パノラマ画像合成技術「Morpho Panorama」など5製品がLGのスマートフォンに搭載

2013年5月 高解像度パノラマ画像合成技術「Morpho Panorama Giga Pixel」など10製品がLenovoのスマートフォンに搭載

2013年7月 高解像度パノラマ画像合成技術「Morpho Panorama Giga Pixel」など10製品がHuaweiのスマートフォンに搭載

2013年8月 Motorolaと動画ノイズ除去技術「Morpho Video Denoiser」のライセンス契約を締結

2013年9月 同社ソフトウェア製品の累計ライセンス数が5億ライセンスを突破

2013年9月 サムスンとパノラマ画像合成技術「Morpho Panorama」のライセンス契約を締結

2013年10月 韓国子会社「Morpho Korea, Inc.を設立

2013年12月 スマートフォンのカメラを利用した遠隔見守りサービス「Rusuban Cam」を提供開始

2014年5月 HDR画像合成技術「Morpho HDR」がMotorolaのスマートフォンに搭載

2014年9月 同社ソフトウェア製品の累計ライセンス数が8億ライセンスを突破
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◆ 09年には 1億件、11年には 3億件の累計ライセンス数を獲得 

以下では、事業展開を創業から 11 年、業界環境の変化とともに業績

が悪化した 12 年、そして再度成長軌道に乗った 13 年以降に分け状況

を再確認した。 

 

現在、同社が事業のターゲットとしている先は携帯電話やスマートフ

ォンに搭載されているカメラの組み込み画像処理ソフトウェアであ

る。かつて、携帯電話にカメラ機能が搭載されたとき、「カメラ付き

携帯電話のカメラ（以下、携帯カメラ）はデジタルカメラに追いつく

日が来るだろうか」という議論があった。その時の結論としては、「携

帯カメラも進化するだろうが、デジタルカメラはそれ以上に進化する。

ボディサイズの制約が携帯電話ほど厳しくないデジタルカメラは、レ

ンズやイメージセンサーのサイズなどで有利。また、デジタルカメラ

は専用機なので、合焦スピードなどのレスポンスで携帯カメラは追い

つかないだろう。最新機能を含め、トータルなカメラとしての使い心

地はデジタルカメラが今後も圧倒的にリードする」というのが一般的

な理解だった。 

 

しかし、携帯カメラの画素数は当初の 11 万画素からいまや数 1,000

万画素超時代へと突入し、コンパクトデジタルカメラを凌駕するぐら

いの機能性を持った。それどころか、いつでもどこでも手元にあると

いう携帯電話のウェアラブル性を生かし、撮影した画像をすぐに誰か

へ送ったりブログに掲載したりといった、通信機能を持った携帯カメ

ラならではの使い方も普及した。もはや携帯カメラは生活に欠かせな

いものとなっているといっても過言ではない。 

 

そんな社会的ニーズと携帯カメラの進化にマッチして登場したのが

同社である。同社の高い技術力を業界に知らしめたのは、04 年に発

表した携帯カメラ向け手ブレ補正技術 PhotoSolid で、06 年の NEC 製

NTT ドコモ向け携帯電話に初めて採用された。片手で撮影すること

が多い携帯カメラは、手ブレが発生しやすく、ぼやけた写真になりが

ちである。とはいえ、筺体スペースが限られた携帯電話では、デジタ

ルカメラのように光学式の手ブレ補正機構を組み込むのはなかなか

難しかった。 

 

ソフトウェアでブレ補正を行う電子式手ブレ補正は従来からいくつ

かあったが、PhotoSolid が画期的だったのはブレの原因となる動きを

画像処理によって検出し、ソフトウェア処理で瞬時に補正を行うとい

うコンセプトで、動き検出にはジャイロセンサのソフトウェア版

SOFTGYRO という同社独自の技術が使われた。特殊なハードを使わ

ずに、ソフトウェアですべてやってしまおうというのが同社の開発コ

＞ 業界環境の変遷 

2．事業展開と業績 

スタートはデジタルカメラとの

性能競争。圧倒的不利が一

般的理解。 

06 年に NTT ドコモ携帯電話

に PhotoSolidが採用され、

同社ソフトウェアが高評価

へ。 
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ンセプトで、PhotoSolid は動き検出のために追加のハードが必要ない

ので、ソフトウェアさえ動けばあらゆる端末に応用可能という画期的

なソフトウェアであったと言えよう。 

 

同社では、このコンセプトを動画に応用した動画手ブレ補正技術

MovieSolid も開発した。こちらも SOFTGYRO によって 4自由度での

手ブレ補正を行う。動画撮影時にリアルタイム処理が行えるのも、開

発したエンジンが高速だからである。 

 

さらに同社は画像処理技術を応用して、最近のデジタルカメラではス

タンダードな機能となっている顔検出機能 FaceSolid も開発した。顔

を自動検出して追尾し、AF 注 7や逆光補正などに応用するなどデジタ

ルカメラの顔検出と同じ機能が携帯カメラで利用できる。その後、笑

顔検出機能も備え、09 年夏モデルでは、ドコモ、au、ソフトバンク

各社向けのシャープ製携帯電話などにこのソフトウェアが採用され

た。同社は顔のデータをひたすら学習し、データを基にどれだけ高速

に顔検出ができるかに注力した結果、この顔検出機能がことのほか高

い評価を得た。 

 

また、テスト段階からパソコン上ではなく最初から携帯電話をベース

に開発を行っているところが同社の特徴となっている。携帯電話のよ

うな組み込み機器で、どういう計算を行うとパフォーマンスを落とさ

ずに処理できるかなど、これまで蓄積したノウハウが生かされている。

同社が開発したこれら携帯カメラ向け技術は多くのメーカーの賛同

を得て、09 年には累計ライセンス数が 1 億件、11 年には 3 億件を突

破している。 

 

◆ 11 年 10 月期は増収減益、12 年 10 月期は減収赤字決算 

飛躍的に累計ライセンス数を増加させるなか、11 年は業界環境の変

化が顕在化した年となった。世界的にスマートフォンが需要を喚起し

携帯電話端末機器の出荷台数は増加を続けた。国内市場では携帯電話

からスマートフォンへと機種変更が進むなか、スマートフォンで先行

する海外携帯電話端末メーカーがシェアを伸ばし、業界順位に変化が

明確となりつつあった。同社はスマートフォンへの採用推進、海外携

帯電話端末メーカーに対する営業活動に注力したものの、11/10 期（こ

の期まで単独決算）は増収減益決算を余儀なくされた。 

 

さらに 12/10 期は、国内市場における国内携帯電話端末機器メーカー

各社のシェア低下が一層厳しくなり、主要取引先からの収益が大幅に

減少した。一方、海外市場における海外携帯電話端末機器メーカー各

社への営業活動を積極化させたものの、ロイヤリティ収入を中心とし

た事業形態であることなどから、業績へ貢献するまでには時間を要し、

注 7）AF 

Auto Focus の略。シャッターボタ

ンを半押しした際に、カメラが

自動的にピント合わせを行う機

能を」指す。 
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売上高は単独決算から連結決算の切り替えで正確ではないが 710 百

万円の減収、営業利益は 208 百万円の黒字から 479 百万円の赤字に転

落している。 

 

◆ 13年 10月期は回復軌道、14年に入りライセンス数は飛躍期へ 

13/10 期は、海外市場における海外携帯電話端末機器メーカー各社へ

の営業活動を積極化させ、また新規顧客の開拓や追加での案件獲得な

どで回復の兆しを見せ、売上高は 1,049 百万円（前期比 22.8%増）と

なった。また、売上原価の改善に努め、販売費及び一般管理費は徹底

したコスト管理を行うことで 12/10 期比 356 百万円削減した結果、営

業損益は黒字転換し 52 百万円の利益（前期比 531 百万円の改善）と

なった。 

 

9 月 12 日に発表された同社の 14/10 期第 3 四半期連結累計業績は、売

上高 984百万円（前年同期比 33.5%増）、営業利益 178百万円（同 419.9%

増）、経常利益 185 百万円（同 231.2%増）、純利益 135 百万円（同 233.2%

増）であった。海外携帯電話端末機器メーカー各社への営業活動が顕

著に成果を見せ、さらに一部国内人員の削減や 4 月にオフィススペー

スの縮小を伴う本社移転もあり、売上高営業利益率は前年同期の

4.9%から 18.1%に急上昇した。 

 

携帯電話市場では、スマートフォンの普及に伴い海外メーカー各社が

国内市場・グローバル市場でシェアを伸ばし、その中でも中国メーカ

ー等が急激にシェアを拡大し続けている。同社としては、海外メーカ

ー各社での追加案件の獲得、新規顧客の開拓にむけた営業活動を継続

しており、最近では LG、Lenovo、Huawei、Motorola、サムスンとい

った世界のトップメーカーとも取引を本格化させている。また、ソフ

トウェアを組み込む半導体メーカーとの協業の実現にむけ、積極的な

営業活動を展開しており、今期はその成果が表れているものと思われ

る。 

 

加えて、ネットワークサービス分野では、同社グループ製品のサービ

ス事業への展開を推進すべく、画像共有等のアプリケーションを開

発・展開し、まだ規模は小さいものの収益の拡大およびネットワーク

サービスでの知見の獲得に努めている。 

 

同社は 8 月 18 日に 14/10 期連結業績予想を上方修正し、売上高 1,350

百万円（前期比 28.6%増）、営業利益 250 百万円（同 373.6%増）、経

常利益 250 百万円（同 239.5%増）、当期純利益 160 百万円（同 431.5%

増）と見込んでいる。また、同社は 9 月 12 日に同社製品の累計ライ

センス数が 8 億件を突破したことを発表している 

 

 

LG 、 Lenovo 、 Huawei 、

Motorola、サムスンといった

世界のトップメーカーとも取

引本格化。 
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◆ 営業利益率は今来期と改善傾向を予想 

13/10 期までの損益計算書と貸借対照表、及び 14/10 期以降の当セン

ターの予想は図表 6 の通りである。 

 

12/10 期に落ち込んだ業績は着実に回復し、14/10 期は 29.5%増収、売

上高営業利益率は 18.8%まで上昇すると予想した。人員削減を含む大

胆な構造改革を行い組織のスリム化を進め、12/10 期に 1,062 百万円

あった販売管理費は 13/10 期には 706 百万円まで縮小している。また、

今年の 4 月には文京区後楽から千代田区西神田に減床となる本社移

転も行っている。 

同社の製品は、現状ではハイエンドのスマートフォンを中心に採用さ

れているが、今後はボリュームゾーンのミドル機種や低価格機種への

搭載も狙っていく。13 年 10 月にはソウルに現地法人を設立し、海外

での営業拡販人員は強化する方針である。 

 

 

 

 

 

＞ 今後の展望 

【図表 5 】累計ライセンス数の推移 

（出所）モルフォ 
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【図表 6 】財務諸表 

（注）14/10(E)以降は証券リサーチセンター予想、12/10 期までは単独決算 

（出所）有価証券報告書などより証券リサーチセンター作成 

11/10 12/10 13/10 14/10(E) 15/10(E) 16/10(E)

損益計算書(千円)

売上高 1,565,541 855,084 1,049,907 1,360,000 1,700,000 2,000,000

    売上原価 331,601 272,010 290,944 315,000 390,000 450,000

売上総利益 1,233,940 583,074 758,963 1,045,000 1,310,000 1,550,000

    販売費及び一般管理費 1,025,311 1,062,955 706,174 790,000 920,000 1,100,000

営業利益 208,629 -479,881 52,789 255,000 390,000 450,000

    営業外収益 211 8,892 22,223 10,000 10,000 10,000

    (受取利息・受取配当金) 209 285 208

    (持分法投資利益)

    営業外費用 27,566 1,730 1,373 1,000 1,000 1,000

    (支払利息) 2,210 1,730 1,373

経常利益 181,274 -472,719 73,638 264,000 399,000 459,000

    特別利益

    特別損失 8,555 59,630

    税引前当期純利益 172,719 -532,350 73,638 264,000 399,000 459,000

    法人税、住民税及び事業税 96,320 25,533 43,534 102,000 152,000 175,000

    税率 55.8% - 59.1% 38.6% 38.1% 38.1%

    少数株主利益 0 0 0

当期純利益 76,399 -557,883 30,104 162,000 247,000 284,000

売上高比
売上総利益 78.8% 68.2% 72.3% 76.8% 77.1% 77.5%

    販売費及び一般管理費 65.5% 124.3% 67.3% 58.1% 54.1% 55.0%

営業利益 13.3% -56.1% 5.0% 18.8% 22.9% 22.5%

経常利益 11.6% -55.3% 7.0% 19.4% 23.5% 23.0%

    税引前当期純利益 11.0% -62.3% 7.0% 19.4% 23.5% 23.0%

当期純利益 4.9% -65.2% 2.9% 11.9% 14.5% 14.2%

前期比
売上高 - - 22.8% 29.5% 25.0% 17.6%

売上総利益 - - 30.2% 37.7% 25.4% 18.3%

    販売費及び一般管理費 - - -33.6% 11.9% 16.5% 19.6%

営業利益 - - - 383.1% 52.9% 15.4%

経常利益 - - - 258.5% 51.1% 15.0%

    税引前当期純利益 - - - 258.5% 51.1% 15.0%

当期純利益 - - - 438.1% 52.5% 15.0%

貸借対照表(千円)

    現預金、短期有価証券 1,358,514 1,054,996 1,056,308 1,200,000 1,400,000 1,600,000

    受取手形及び売掛金 395,589 170,880 294,660 450,000 500,000 550,000

    たな卸資産 239 17,001 5,663 5,000 5,000 5,000

    その他 31,559 28,366 14,783 10,000 15,000 15,000

流動資産 1,785,901 1,271,243 1,371,414 1,665,000 1,920,000 2,170,000

    有形固定資産 88,737 71,961 50,424 60,000 60,000 60,000

    無形固定資産 118,230 77,144 41,152 35,000 40,000 45,000

    投資その他の資産 93,958 92,814 98,175 65,000 80,000 90,000

固定資産 300,926 241,920 189,751 160,000 180,000 195,000

資産合計 2,086,827 1,513,164 1,561,166 1,825,000 2,100,000 2,365,000

    支払手形及び買掛金 18,924 8,444 18,191 10,000 15,000 15,000

    その他 206,036 185,228 182,131 170,000 190,000 200,000

流動負債 224,960 193,672 200,322 180,000 205,000 215,000

    社債及び長期借入金 126,193 87,685 49,210 85,000 80,000 80,000

    その他 252,233 24,048 23,519 23,000 25,000 25,000

固定負債 378,426 111,733 72,729 108,000 105,000 105,000

純資産合計 1,708,400 1,207,758 1,288,113 1,481,000 1,728,000 2,012,000

(自己資本) (1,708,400) (1,207,758) (1,288,113) (1,481,000) (1,728,000) (2,012,000)

対総資産比率
流動資産 85.6% 84.0% 87.8% 91.2% 91.4% 91.8%

固定資産 14.4% 16.0% 12.2% 8.8% 8.6% 8.2%

流動負債 10.8% 12.8% 12.8% 9.9% 9.8% 9.1%

固定負債 18.1% 7.4% 4.7% 5.9% 5.0% 4.4%

自己資本 81.9% 79.8% 82.5% 81.2% 82.3% 85.1%
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◆ 特許戦略と同社技術を評価する取引相手との協業が重要 

同社は研究開発主導型ベンチャー企業であり、その知的資本は保有特

許と、技術力や業務資本提携あるいは取引関係を構築した顧客との連

携にあると考えられる。 

 

同社は 13 年 10 月現在で会社設立以来 33 件の発明につき国内外で特

許を出願している。このうち、特許権として権利化されたものは国内

で 17 件、海外では米国 8 件、欧州 3 件、韓国 1 件となっている。新

たな技術開発及びその権利化は同社にとって収益の柱であり事業継

続の生命線でもあり、特許取得は極めて重要な戦略と位置付けられて

いる。なお、事業全体の価値向上に寄与する特許権の取得を推進し、

潜在的資産価値の最大化 に向けて積極的に取り組むとともに、知的

財産権の調査においては他社知的財産権の侵害を回避し、安定かつ継

続した事業の推進を展開する方針である。 

 

また、技術開発力を高く評価し 07 年に NTT ドコモは同社と資本業務

提携を締結している。NTT ドコモとの提携はその後の取引を増加さ

せ 13/10 期には同社売上高の 18.8%を占めていたものの、14/10 期は

国内携帯電話メーカーのシェアが減少し通信キャリアとの開発案件

も減ったため、NTT ドコモ経由のライセンス料及びサポート収入や

開発収入が激減すると予想され、今後は海外の通信事業者との関係強

化を図る必要がある。また、画像処理のデファクトスタンダード化を

図るという観点から半導体自体にソフトウェアを組み込む取り組み

も進めており、半導体メーカーとの連携強化を通じたソフトウェア販

売を実現すべく、多様なパートナーシップ作りに積極的に取り組んで

いく方針である。 

 

 

◆ 環境対応（Environment） 

同社は現在、携帯電話やスマートフォンを中心に画像処理ソフトウェ

アの開発・製品化、及びその販売を主な事業としている。環境問題へ

の配慮及び貢献について特筆すべき行動指針や実際の活動はない。強

いて言えばその製品はソフトウェアであり壊れにくく、消費電力が少

ないという点である。 

 

◆ 社会的責任（Society） 

同社は、コンピューターサイエンスは実学であるとの信念に基づき、

最先端の研究を学問で終わらせることなく、社会のニーズに適合させ

独自技術の研究開発及び製品開発を実現することで、デジタル画像及

び映像産業に貢献することを社会的責任と考えている。ただし、社会

＞ 知的資本 

＞ ＥＳＧ活動の分析 

3．非財務面の分析 

権利化された特許は 17 件。

研究開発先行型の同社にと

って特許取得は極めて重要

な戦略。 
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的責任に関しては特筆すべき方針や実際の具体的活動は見当たらな

い。 

 

◆ 企業統治（Governance） 

同社は、事業の継続的な発展を実現させるためにコーポレートガバナ

ンス機能の強化は必須であると考え、そのために財務報告の信頼性を

確保するための内部統制システムの適切な運用が重要であると認識

している。 

 

上場時には選任していなかった社外取締役を 12 年 1 月に選任した。

監査役会を構成する監査役はすべて社外監査役であり、取締役の業務

執行に関する監視機能を果たしているものと思われる。 

 

内部統制委員会事務局により内部監査を実施している。また、監査役

会や監査法人との良好な意思疎通を図ることにより内部監査を適切

に実施している。ステークホルダーに対して経営の適切性や健全性を

確保しつつも、ベンチャー企業としての俊敏さも兼ね備えた全社的に

効率化された組織体制の構築にむけ、内部管理体制の強化に取り組ん

でいる。 

 

なお、創業者であり代表取締役である平賀氏は同社の最高経営責任者

として、経営方針及び事業戦略等を決定するとともに新規技術のアイ

デア創出から当該技術の製品化にわたり重要な役割を果たしており、

特に研究開発において同氏への依存度が高いと考えられる。今後は適

切な権限委譲を図るための組織整備や社内の人材育成等を行うこと

により、平賀氏への依存度を低めた経営体質の構築を進めていく方針

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 7 】13 年 10 月期末の大株主及び株主属性別株式保有状況 (単位：%) 

指名又は名称 所有比率 株主属性 所有比率

平賀 督基 9.18 個人その他 73.15

日本証券金融 5.66 金融商品取引業者 10.08

蔭山 恭一 4.90 その他の法人 6.67

NTTドコモ 3.84 金融機関 7.90

高井 正美 2.94 外国法人等 2.20

SBI証券 2.52

日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 2.23

大和証券 1.75

マネックス証券 1.48

モルフォ従業員持ち株会 1.38

松井証券 1.38

（出所）有価証券報告書より証券リサーチセンター作成 
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◆ 課題は人、知財、海外、新規事業領域  

同社は「新たなイメージングテクノロジーを創造する集団として、革

新的な技術を最適なかたちで実用化させ、技術の発展と豊かな文化の

実現に貢献する」を企業理念としている。携帯電話端末からスマート

フォンへとターゲットとする市場が変化し、海外メーカーが国内市場

及びグローバル市場においてシェアを伸ばしている状況のなか、同社

の事業領域はいまだ特殊でニッチであるものの、モバイル端末向け画

像処理技術のデファクトスタンダードとなることを中期経営目標に

掲げている。したがって、同社は以下の 4 点を対処すべき課題として

認識し、取組を進めて行く計画である。 

 

（１）人材の確保、定着、育成 

同社が属するソフトウェア業界は、常に革新的な技術及びサービスが

求められる。既存製品の機能向上はもとより、市場の技術革新に速や

かに対応しながら、より先進的な技術を創出する必要がある。そのた

めには、高度かつ専門的な知識・技術を有した人材の育成及び定着を

図ることが重要である。加えて、新規事業領域への展開に向けた当該

領域技術・業界動向に精通した専門知識及びスキルを有した優秀な人

材の確保が必要で、積極的な取り組みを進めている。 

 

（２）知的財産権の確保 

同社は研究開発主導型の企業として、既存の技術とは一線を画す新た

な技術を世に送り出すことを社業の礎としている。ただし、IT やソ

フトウェア分野においては、国内外の大手電機メーカーや IT・ソフ

トウェア企業各社が知的財産権の取得に積極的に取り組んでおり、同

社の属する画像処理の分野も例外ではない。新規性のある独自技術の

保護及び活動領域の確保のために、独自の技術分野については他社に

先立って 特許権の取得、活用、維持を進めていく方針である。 

 

また、同社では専門的知識（弁理士資格等）を有した社員を知的財産

部門に配置し、技術邪門との情報共有を密に図るとともに、一部は外

部パートナーの活用、さらに知的財産権の調査においては他社知的財

産権の侵害を回避し、安定・継続した事業の推進を図っていく方針で

ある。 

 

（３）海外市場への展開 

同社は現在、事業規模を拡大させるため海外展開が戦略的に重要なテ

ーマとなっている。特に、欧米市場及びアジア市場での収益獲得機会

を増大しなければならない。海外携帯電話端末機器メーカーがグロー

バル市場でのシェアを拡大し、更なる成長にむけて積極的な技術開

4．経営戦略 

＞ 対処すべき課題 
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発・投資活動を行っている。そのため、現在は海外市場に精通した人

材を採用することで営業体制を強化するとともに、関係する企業との

良好な関係の構築、海外携帯電話端末機器メーカー等との幅広いネッ

トワークを有したビジネスパートナーとの事業連携を通じ、各海外携

帯電話端末機器メーカーへの直接的な営業活動を実施していく方針

である。 

 

（４）新規事業領域への展開 

同社技術の強みは画像処理に関連する幅広い分野に応用可能な点で

ある。昨今、カメラ等の撮像素子が高性能・高画素化し、加えて安価

になっていることから、様々なデジタル機器に搭載されるようになり、

同社ソフトウェアの利用用途はさらに拡大すると考えられる。 

 

一方、長期的視点では、カメラデバイスの小型化、高性能化、低コス

ト化、 多様化に加え、通信速度の高速化とクラウド化の進展も加わ

ってカメラ機能と通信機能を有した各種製品やシステム、また

Computational Photography といったデジタルカメラに最適化されたカ

メラや画像処理技術が出現してくると予想される。これらの事業機会

は、同社の成長戦略の基軸になるものと考えられ、そのためにソフト

ウェアによる画像処理技術が優位性を発揮できる分野に対して積極

的に研究開発等を推進していく方針である。加えて、画像データから

得られる各種情報を活用した新たな分野を創出し、積極的に事業領域

の拡大を図っていく計画である。同社が中長期的に新たな事業ドメイ

ンとして検討している領域は、（a）ネットワークサービス分野、（b）

その他組込分野（車載、監視カメラなど）である。 

 
 

◆ 海外市場開拓の積極化と利益率の向上を図る 

デジタル画像処理技術の需要は、近年さらに拡大しており、国内では

成熟市場となった携帯電話端末分野は、グローバルな視点では市場規

模は拡大傾向にある。したがって当面は、求められるより高度な画像

処理ソフトウェアの開発と海外市場の開拓を積極的に進める方針で

ある。 

 

一方、国内では新たな通信仕様への転換によりネットワークを活用し

た新たなサービスも開始されるなど、新たな需要の創出が見込まれ始

めている。 

 

これらの市場規模は推測が難しく、また需要急増のタイミングも予測

が容易ではないものの、余計な容積を必要としない、かつ消費電力が

少ないという同社製品の優位性、及び同社の画像処理技術開発力は当

面揺るぎのないものと考えられる。 

 

＞ 今後の事業戦略 
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同社は研究開発投資をとおして各種製品を開発し続けることにより、

当該製品の利用を顧客に許諾して得られるロイヤリティ収入の増大

を図り、高い利益率を確保した事業運営に努める方針である。現時点

では具体的な数値を明確にしていないが、重視する経営指標は、「売

上高営業利益率」及び「１株当たり当期純利益」であるとしている。

また、より付加価値の高い事業を継続的に行うために、投下資本の最

適化や最適な費用支出を実現させる経営を実践し高い利益率を可能

にしていく計画である。当センターでは、事業形態や収益構造から判

断して、適切で妥当な経営戦略と判断している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重視する経営指標は、売上

高営業利益率と1株当たり当

期純利益。 
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◆ 強みは海外携帯メーカーの認知度アップ 

同社は会社設立から約 10 年、PhotoSolid が NTT ドコモの携帯に採用

されて約 8 年、東証マザーズ市場に上場して約 3 年の会社である。そ

して赤字転落の決算から 2 年が経過しようとしている。業績は立ち直

りの局面を迎えているものの、業界環境は常に変化し、より先進的な

技術が求められ、速やかな対応が求められ続ける。 

 

そんななか、市場規模の明確な統計数字もなく、競合関係が確認でき

る会社は米国 ArcSoft 社だけではあるが、顧客の携帯端末メーカー自

体が内製や子会社でソフトウェアを開発し競合先になる可能性があ

る。当センターでは同社について SWOT 分析を以下のように試みた。 

 

強み（Strength） 

・ 技術力の高さ。業界内で同社の画像処理ソフトウェア開発力は

高く評価されている。 

・ 海外携帯端末メーカーでの同社認知度が向上している。14 年に

入って累計ライセンス数が急増していることや海外携帯メーカ

ーからのロイヤリティ収入が増加している。 

 

弱み（Weakness） 

・ 最新の顧客情報収集及び顧客との共同研究が難しいことが挙げ

られる。顧客の大半が海外携帯端末メーカーであり、地理的な

距離がハンデキャップとなっている。 

・ ネットワークサービス事業やその他の組み込み分野におけるノ

ウハウ及び人材が不足している。 

 

機会（Opportunity） 

・ 携帯端末分野以外での高度画像処理技術のニーズが拡大してい

る。特に車載、監視、医療分野が有望と当センターでは判断し

ている。 

・ 画像処理＋高速通信＋クラウドコンピューティングによる新市

場が創出されること。 

 

脅威（Threat） 

・ 大手電機メーカー及び大手 IT ソフトウェア企業、さらに顧客で

ある携帯端末メーカーとの競合の可能性があること。 

・ 顧客との交渉におけるロイヤリティ単価が下落する可能性があ

ること。 

 

 

5．アナリストの評価 

＞ ＳＷＯＴ分析 
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◆ LG、Huawei、サムスンなど海外勢との取引が業績を牽引 

前述した通り 14/10 期第 3 四半期連結累計業績は、売上高 984 百万

円（前年同期比 33.5%増）、営業利益 178 百万円（同 419.9%増）だ

った。足元で海外携帯メーカー各社での追加案件の獲得、新規顧客の

開拓にむけた営業活動が成功していると当センターでは判断してい

る。 

 

当センターでは累計ライセンス数などから判断して、14/10 期連結売

上高 1,360 百万円（前期比 29.5%増）、営業利益 255 百万円（同 383.1%

増）、経常利益 264 百万円（同 258.5%増）、当期純利益 162 百万円（同

438.1%増）と予想した。この増収増益基調はその後も継続し 15/10

期の売上高営業利益率は 22%台に達すると見ている。 

 

 

◆ 先端ニッチ分野での同社の存在意義は大きい 

前述した通り、携帯端末用画像処理ソフトウェアの事業領域では、競

合先の多くが携帯電話端末機器メーカーの内製や子会社、及び米国の

ArcSoft 社であり、先端ニッチ分野だけに同社の存在意義は大きなも

のとなっている。つまり、携帯電話端末機器メーカーは内製や子会社

で開発・製品化するのが有利か同社の製品を導入してライセンス料を

支払うのが有利かを判断するわけで、現状では同社が有利なポジショ

ンにいると判断される。 

 

 

◆ 競争力強化を理由に内部留保の充実を優先 

同社は、株主に対する利益還元と同時に財務体質及び競争力の強化を

経営の重要課題として位置付けており、これまで内部留保の充実を優

先してきたため設立以来配当による利益還元を実施していない。また、

12/10 期において大幅な当期純損失を計上したことから、今後は早期

に累積損失の解消を目指す方針である。累積損失の解消後は、新たな

事業展開に向けて競争力強化と一層の財務体質の改善を図るため、現

時点においては配当実施時期については未定としている。 

 

◆ 投資バリュエーション指標では評価が困難 

当センター予想 EPS に基づく 14/10 期予想基準の PER は 55.5 倍で、

13/10 期実績基準 PBR は 6.9 倍である。他社比較をするまでもなく、

これら一般的バリュエーション指標は市場平均をはるかに上回る水

準であり、評価は困難である。 

 

14/10 期の業績急回復、15/10 期の収益増加継続や利益率の改善見通し、

同社の高い技術力、海外携帯メーカー顧客開拓の成功などを考慮すれ

＞ 投資に際しての留意点
点 

＞ 経営戦略の評価 

＞ 競合・同業他社比較 
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ば、その成長性を高く評価することは可能である。ただし、8 月以降

の株価の急上昇はそれらを織り込んでもリスクを含んだ展開と当セ

ンターでは判断する。 

 

短期的な株価動向に左右されることなく、同社の事業展望と成長性、

今後の業績の進捗度会いなどを勘案して、中長期の視点で堅実な投資

判断をすべきと当センターでは考えている。 
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「ホリスティック企業レポートとは」 

ホリスティック企業レポートとは、証券リサーチセンターが発行する企業調査レポートのことを指します。
ホリスティック企業レポートは、企業側の開示資料及び企業への取材等を通じて収集した情報に基づき、
企業価値創造活動の中長期の持続可能性及び株価評価などの統合的分析結果を提供するものです 
 

 魅力ある上場企業を発掘 

新興市場を中心に、アナリスト・カバーがなく、独自の製品・技術を保有している特徴的な企業を発掘し
ます 
  

 企業の隠れた強み・成長性を評価 

本レポートは、財務分析に加え、知的資本の分析手法を用いて、企業の強みを評価し、企業の潜在的な成
長性を伝えます。さらに、今後の成長を測る上で重要な KPI（業績指標）を掲載することで、広く投資判
断の材料を提供します 
 

 第三者が中立的・客観的に分析 

中立的な立場にあるアナリストが、企業調査及びレポートの作成を行い、質の高い客観的な企業情報を提

供します 
 

本レポートは、企業価値を「財務資本」と「非財務資本」の両側面から包括的に分析・評価しております 
 
企業の価値は、「財務資本」と「非財務資本」から成ります。 
「財務資本」とは、これまでに企業活動を通じて生み出したパフォーマンス、つまり財務諸表で表され

る過去の財務成果であり、目に見える企業の価値を指します。 
それに対して、「非財務資本」とは、企業活動の幹となる「経営戦略／ビジネスモデル」、経営基盤や IT

システムなどの業務プロセスや知的財産を含む「組織資本」、組織の文化や意欲ある人材や経営陣などの
「人的資本」、顧客との関係性やブランドなどの「関係資本」、社会との共生としての環境対応や社会的責
任などの「ESG 活動」を指し、いわば目に見えない企業の価値のことを言います。 
本レポートは、目に見える価値である「財務資本」と目に見えない価値である「非財務資本」の両面に 

着目し、企業の真の成長性を包括的に分析・評価したものです。 
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本レポートの特徴 

本レポートの構成 
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免責事項 

・ 本レポートは、一般社団法人 証券リサーチセンターに所属する証券アナリストが、広く投資家に株式投資の参考情報として閲覧

されることを目的として作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。 

・ 本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報に基づき、アナリストの取材により必要な補充を加え作成されたもので

す。本レポートの作成者は、インサイダー情報の使用はもとより、当該情報を入手することも禁じられています。本レポートに

含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検証されているものではありません。また、

本レポートは投資家が必要とする全ての情報を含むことを意図したものではありません。 

・ 本レポートに含まれる情報は、金融市場や経済環境の変化等のために、最新のものではなくなる可能性があります。本レポート

内で直接又は間接的に取り上げられている株式は、株価の変動や発行体の経営・財務状況の変化、金利・為替の変動等の要因に

より、投資元本を割り込むリスクがあります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆し、または保証するもので

はありません。特に記載のないかぎり、将来のパフォーマンスの予想はアナリストが適切と判断した材料に基づくアナリストの

予想であり、実際のパフォーマンスとは異なることがあります。したがって、将来のパフォーマンスについては明示又は黙示を

問わずこれを保証するものではありません。 

・ 本レポート内で示す見解は予告なしに変更されることがあり、一般社団法人 証券リサーチセンターは、本レポート内に含まれる

情報及び見解を更新する義務を負うものではありません。 

・ 一般社団法人 証券リサーチセンターは、投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したことによる直接・間接の

損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。最終投資判断は投資家個人においてなされなけ

ればならず、投資に対する一切の責任は閲覧した投資家にあります。 

・ 本レポートの著作権は一般社団法人 証券リサーチセンターに帰属し、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。 

 PER（Price Earnings Ratio） 

株価を 1 株当たり当期純利益で除し

たもので、株価が 1 株当たり当期純

利益の何倍まで買われているのかを

示すものです 
 

 PBR（Price Book Value Ratio） 

株価を 1 株当たり純資産で除したも

ので、株価が 1 株当たり純資産の何

倍まで買われているのかを示すもの

です 
 

 配当利回り 

1 株当たりの年間配当金を、株価で除

したもので、投資金額に対して、どれ

だけ配当を受け取ることができるか

を示すものです 

 ESG 

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情

報を指します。近年、環境問題への関

心や企業の社会的責任の重要性の高

まりを受けて、海外の年金基金を中心

に、企業への投資判断材料として使わ

れています 
 

 SWOT 分析 

企 業 の 強 み （ Strength ）、 弱 み

（Weakness）、機会（Opportunity）、

脅威（Threat）の全体的な評価を

SWOT 分析と言います 
 

 KPI （Key Performance Indicator） 

企業の戦略目標の達成度を計るため

の評価指標（ものさし）のことです 

 知的資本 

顧客関係や業務の仕組みや人材力な

どの、財務諸表には表れないが、財務

業績を生み出す源泉となる「隠れた経

営資源」を指します 
 

 関係資本 

顧客や取引先との関係、ブランド力な

ど外部との関係性を示します 
 

 組織資本 

組織に内在する知財やノウハウ、業務

プロセス、組織・風土などを示します 
 

 人的資本 

経営陣と従業員の人材力を示します 

指標・分析用語の説明 


