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クイズの答え

Q1. A 「サポート体制」
グローバル資金管理システムを提供するベンダーで
は数少ない、導入までの日本語・現場でのサポート
対応に加え、導入後の海外・国内各拠点への24時間
/365日サポート体制が高く評価されました。

Q4. C 「7日間」
DivaSystemの導入により、従来20日かかっていた
集計作業を7日間短縮しました。それにより、経営判
断に必要な情報をスピーディに提出することが可能
となりました。また、自動化によるミスの削減や精度
向上などの効果もあります。

Q7. B 「まかせる化」
経験豊富な弊社スタッフが、お客様の決算業務（制度
業務）を代行して、業務の属人化やボトルネックを解
消。お客様の管理人材が決算の結果得られる各種デー
タの分析やその活用など、より付加価値の高い「計測」
業務に注力するための環境作りに寄与しています。

Q2. B 「深い知見」
ジールは、BI分野における20年以上の経験に基づい
た知見を備えています。システムを導入予定のお客
様に、コンテンツの作成方法や運用に必要な知識な
ど各種のトレーニングを実施する事で、迅速なシス
テム導入が可能になるのです。

Q5. A 「経営の高度化」
上記以外にも、IFRS（国際財務報告基準）の適用、国
内外のグループ企業に対するガバナンス強化への要
請などにより受注が増加しました。

Q8. A 「経験が活かせるから」
グループ税務書類の作成には、連結会計データの再
利用と、グループ企業のデータ収集基盤が必要不可
欠です。つまり、アバントグループが20 年間積み重
ねてきた経験を活かすことができるのです。2020年
までに累計販売数100社達成が目標です。

Q3. B 「直感的な操作」
この新しいアプリ「DivaSystem SMD SAS Edition 
3.0」は、企業経営に必要な情報を、プログラミングな
どの専門知識が無いユーザーでも直感的に得る事が
できるため、ユーザーが欲しい情報を欲しい時に手
に入れられるメリットがあります。

Q6. C 「46.1%」
アバントグループの過去5 年間の株価上昇率は、
TOPIXの16.9%、ジャスダックの23.2%を大きく上
回る46.1%です。長期保有株主様にメリットがある
経営を目指しています。

Q9. B 「東京国立近代美術館」
弊社は東京国立近代美術館のMOMAT支援サークル
のゴールドパートナーになりました。これは、企業と
美術館が「パートナー」となって一緒に作り上げる、
新しい美術館支援のシステムです。この一環として、
第21期定時株主総会を東京国立近代美術館の講堂で
開催しました。 

業績ハイライト

2014 年6月期 2015 年6月期 2016 年6月期 2017年6月期
（当期実績）

2018 年6月期
（目標）

2019 年6月期
（目標）

2020 年6月期
（目標）

売上高（億円） 83.0 89.2 96.1 105.3 112.4 122.6 134.3

営業利益（億円） 10.8 8.0 11.0 13.0 12.2 14.0 16.2

営業利益率（％） 13.1 9.0 11.5 12.4 10.9 11.5 12.1

経常利益（億円） 10.7 7.9 11.1 13.0 12.2 14.0 16.2

当期純利益（億円） 6.2 4.0 6.6 6.6 7.5 8.6 10.0

ROE（％） 28.7 15.5 21.8 18.5 18.0 18.0 18.0

中期経営計画期間 新中期経営計画期間
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株式会社フィエルテ
DIVA CORPORATION OF AMERICA

取締役

代表取締役社長 森川　徹治
取締役 春日　尚義
社外取締役 福谷　尚久
社外取締役 ジョルジュ　ウジュ―

監査役

常勤監査役 野城　剛
社外監査役 鈴木　邦男
社外監査役 小林　正憲

会社概要 （2017年9月26日現在）
事業年度 毎年7月1日から翌年 6月30 日まで

定時株主総会 事業年度末日の翌日から3 ヵ月以内

基準日
6月30 日 

（中間配当を行うときは12 月31日）

証券コード 3836

単元株式数 100 株

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

同連絡先

三井住友信託銀行 証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8 番 4号
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）

公告の方法

電子公告により行います。
http://www.avantcorp.com/ir/stocks/
ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることが
出来ない場合の公告方法は、日本経済新
聞に掲載する方法により行います。

株主メモ

http://www.avantcorp.com/トップページ

http://www.avantcorp.com/ir/IRページ

ホームページのご案内

https://krs.bz/diva/m/survey-shareholders　　アンケートにご協力ください。

大株主（上位10名）
株主名 持株数

（株）
持株比率

（％）
森川　徹治 3,400,000 36.22

アバント従業員持株会 974,900 10.38

野城　剛 467,200 4.98

株式会社オービックビジネスコンサルタント 400,000 4.26

ピー・シー・エー株式会社 389,200 4.15

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 335,900 3.58

株式会社光通信 234,600 2.50

和田　成史 178,400 1.90

ＵＢＳ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ 161,600 1.72

鈴木　邦男 159,700 1.70

注）持株比率は自己株式 662 株を控除して計算しております。

株式の状況
発行可能株式総数 15,576,000株
発行済株式の総数 9,388,000株（自己株式 662 株を含む）
株主数 964名

株式情報 （2017 年6月30日現在）

■ 個人・その他＊ 7,307,036株 77.83％
■ その他国内法人 1,109,812株 11.82％
■ 証券会社 72,652株 0.77％
■ 金融機関 344,000株 3.66％
■ 外国人  554,500株 5.91％
＊自己株式662株は個人・その他に含まれます。

所有者別株式分布状況

発行済
株式総数

9,388,000株

今回、前中期経営計画の達成度合いや経済状況、社会情勢の変化を加味して、その最終年度にあたる平成2018年６月期を初年度とした新たな３ヶ年計画を作成し
ました。利益面では、平成2020年６月期に当期純利益1,000百万円の達成を目標としています。売上高については、計画期間において平均9.3%の成長を内部成長で達成
することを目指します。ただし、高すぎる目標設定に起因する不正発生のリスクを低減すること、従業員をより豊かな人生との両立が可能な働き方へと導くことの２点の
重要性が高まってきているものと強く認識しているため、新中期経営計画は、不正の防止や働き方の改革と事業の成長を両立できるための堅実な計画として策定しました。

解説 

技 術 進 歩 や グローバ ル 化という大 きな 変 化 の 中にあっ

て、つい焦りや不安が 強くなるなか、しっかりと日々を

生きていくうえで 大 切なことは 意 外に身 近なところや人

にあることを日増しに感じるようになってきました。

ネットの力でたくさん の人とつな が ることができるよう

になっても深く接することができる人の 数には 限りが あ

ります。グローバ ル 化 が 進 んで も文化 の 多 様 性 が 失わ

れ ることは ありません。 人 間 中 心で 物 事 を 考 えると 変

わらぬこともたくさんあります。

それ ゆえに、 新 たな 技 術 や グロ ーバ ル の 流 れをとらえ

るだ け でなく、 身 近 に あ る 機 会 にも 敬 意と関 心 を 払っ

ていくことが 変 化に 翻 弄 され ない 一 つ の 方 法であ るよ

うに感じています。

— 森 川 徹 治ブログ「T HE RUNNING 走ること 経 営すること」より

http://www.avantcorp.com/ir/stocks/
http://www.avantcorp.com/
http://www.avantcorp.com/ir/
https://krs.bz/diva/m/survey-shareholders
http://blog.runavant.com/entry/2017/01/08/221447
https://www.diva.co.jp/news/pressrelease/20160830_nifco/
http://www.divacpm.com/
https://www.diva.co.jp/news/pressrelease/20170330_showaglove/
https://www.avantcorp.com/news/wp-content/uploads/2017/05/20170508_1.pdf
https://www.avantcorp.com/news/wp-content/uploads/2017/06/20170602.pdf
http://market.radionikkei.jp/sm/post_167.html
https://www.diva.co.jp/news/pressrelease/20170626_bepscloud/
https://www.avantcorp.com/news/wp-content/uploads/2017/07/20170707.pdf
http://www.zdh.co.jp/info/topics/424/


これからもAVANTグループの
成長にご期待ください。

GO SUGOROKU!
すごろくで振り返るアバントグループの１年

次の20 年に向けて、
新たな一歩を踏み出します！2016 〜 2017 クイズ

付き！

表彰！
2016.07.08

ZEAL社 が、新しいビジ
ネスモデルを確立してオ
ラクルから表彰された！

もっと詳しく！

今年も応援！
2016.07.12

第69 回富士登山競走の大会スポンサー
に。困難に立ち向かうランナーを応援

もっと詳しく！

優秀賞！
2016.07.15

ZEAL 「第2回 POCOコンテ
スト」で優秀賞を獲得！

もっと詳しく！

グローバル資金管理システム
導入プロジェクトを受注!

2016.08.30
株式会社ニフコ様のガバナンス強化に向けた 

グローバル資金管理システムの 
導入プロジェクトを受注！

もっと詳しく！

Q.1
受注の決定打になった 

DIVAの強みとは？

A.サポート体制
B.価格
C.会社規模

１回休み
富士登山競走！ 

大会は天候不良で 
五合目打ち切り 

頂上完走は 
来年へ持ち越しに

試用スタート!
2016.09.20

慶應義塾大学大学院で
サービスの試用がスタート

もっと詳しく！

スピード命！
2016.10.19

ZEAL、お客様のシステム 
環境構築をスピード解決！

新製品
提供開始！

2016.11.1
DIVA 全く新しい 

アプリケーションを提供開始

Q.3
新しいアプリで可能と 

なった便利なコトとは？

A.内容の読み上げ
B.直感的な操作
C. 料理をしてくれる

2マス進む！
外国人の 

セールスマネージャを採用。
グローバル展開が加速！

駅伝も応援！
2016.11.02

第7 回 Nippon IT チャリティ
駅伝のスポンサーに

もっと詳しく！

第１四半期 
決算！

2016.11.04
第1四半期決算短信！

増収増益だ！
もっと詳しく！

優秀な人財！
2016.11.25

DIVA　優秀な人財が評価さ
れてプロジェクトを受注！

もっと詳しく！

ロンドン
拠点開設！

2016.12.14
遂にロンドンに拠点を開設！
グローバル拠点が３箇所に！

もっと詳しく！

年頭所感発表！
2017.01.04
代表の森川が 

年頭所感を発表！

1マス進む！
社員全員で初詣。 
今年も頑張るぞ！

詳しくは社長ブログで

予算編成を効率化！
2017.01.18

ZEAL ミズノ様へ理想的な
データ活用基盤を提供

もっと詳しく！

第2 四半期 
決算！

2017.02.03
第2 四半期決算短信

特別損失もあり減益に
もっと詳しく！

１回休み
祝上場10 周年。記念優待の検討を 

開始も内容議論が長引く

マーケティングも支援！
2017.02.07

ZEAL クレディセゾン様の
マーケティング活動向上に貢献

もっと詳しく！

ショーワ 
グローブ様へ

DivaSystemを
導入

2017.03.30
データ集計のスピードアップ、 
作業の負荷低減などに貢献

もっと詳しく！

DivaSystemが 
新グローバル経営管理 

システムとして採用
2017.04.25

DIVA 横浜ゴム様の 
経営管理業務を完全統合

もっと詳しく！

１回休み
マラソンレースで初の1位！ 

受付に賞状を飾り、 
みんなでお祝い

詳しくは社長ブログで

1マス進む
有名メディアに 

とりあげてもらった

1回休み
海外出張で時差ぼけに

2マス進む
休日に芸術鑑賞。アートからパワー

を貰って仕事も頑張れそう！

詳しくは 
社長ブログで

1マス進む
自己ベストペースで 

ランニング

  業績を上方修正！
2017.05.08

受注が好調につき
業績予想を上方修正

もっと詳しく！

優待実施決定！
2017.05.17

創立２０周年を控え、
株主優待実施を決定！

もっと詳しく！

Q.5
受注が好調となった 

要因とは？

A. 経営の高度化
B.人手不足
C. 経営者の高齢化

表彰！
2017.05.31

DIVA 
Best Solution Awardを受賞

もっと詳しく！

個人投資家 
説明会を実施！

2017.06.02
熊谷で個人投資家

説明会を実施

もっと詳しく！

１回休み
休息日。 

満開の夜桜で 
リフレッシュ

IR 担当チーム

1回休み
SNS ページを開設！ 

様々なニュースを発信

2マス進む
アウトソーシング事業を 

分社化
売上高10 億円を 
超える事業に成長

1マス進む！
新しいお客様と 

良い商談ができた！

DIVAお客様数 
945 社（2017.6 末時点）

1マス進む
カレンダー写真撮影で 

良い写真が撮れた

詳しくは社長ブログで

ラジオ出演！
2017.06.22

森川社長がラジオNIKKEIに出演。投資家の皆
様に向けてアバントグループの特長をアピール！

もっと詳しく！

１回休み
マラソンレースに参加のため 

有給取得

Q.7
ラジオで森川が語った 

アバントグループの特長とは、
「見える化」「使える化」と 

もう１つは何？

A.聞こえる化
B.まかせる化
C.食べれる化

Q.8
これまでの会計領域から

税務領域に 
参入した理由は？

A. 経験が活かせるから
B.子会社が増えたから
C.専門スタッフを採用

したから

アップデート！
2017.06.28

DIVA 人気システムの最新バージョンな
どを8月にリリース。業務見える化で経
理財務部門の働き方改革を支援

株主総会の準備！
2017.07.07

いつも同じ場所で 
良いのだろうか...

もっと詳しく！

1マス進む
じっくり読書をして 

リフレッシュ

1マス進む
DIVA 高輪オフィスを開設 

需要高まるCPMの 
成長を加速

Q.9
今年の株主総会は少し変
わった場所でおこないま
す。それはどこでしょう？

A.スカイツリー
B.東京国立近代美術館
C. 築地市場

連続受賞！
2017.07.07

ZEAL 「Oracle Excellence 
Awards」を2 年連続受賞！

もっと詳しく！

G O A L

2マス進む
ふと思い立って断食。 

体の調子が良くなった！

20th

POINT
この大会を通じて得た収益
は、「うつ病」や「ひきこもり」
の若者の就労支援を行う特
定非 営 利 活 動 法 人に寄 付
されます。
アバ ントグル ープからも、
代表の森川をはじめ、35 名
がエントリーしました。

POINT
トレイルラン（山岳マラソン）は、入念な準備に加え、
強靭な気力・体力・精神力・判断力が求められる過酷
なスポーツですが、心身の健康を導き、困難に挑戦
し続ける愉しさを教えてくれる、「心身の健康」と「困
難への挑戦」を重視するアバントグループを象徴す
るようなスポーツであると考えています。
アバントグループでは、私たちと同様に、日本一の高
い山に挑むという困難に挑戦する人たちを応援した
いとの想いから富士登山競走を協賛しております。

POINT
森川は、経済とは本来「人」の生活
を豊かにするものであり、企業単
体の利益を追求し、雇用が減って
は意味がないと発信しました。ア
バントグループは、良質な雇用を
増やし、企業価値の向上を目指し
ていきます。

POINT
IFRS（国際会計基準）の導入や、増加す
る情報に対応するために、弊社グループ
のシステムやサービスが好評です。また、
広がりをみせる「働き方改革」による労
働時間削減も、自動化システムを提供す
る弊社にとって追い風となっています。

Q.4
20日必要だった 

集計作業は 
何日短縮できた？

A.3日間
B.5日間
C.7日間

株主の皆様へ
株主の皆様に、当社グループの事業動向
をより分かりやすくお伝えするために、
今回は「すごろく」形式で制作いたしまし
た。楽しみながら当社グループのご理解
を深めていただけましたら幸いです。

Q.2
ZEALが短期間で環境を

構築できた理由は？

A.大量の人員
B.深い知見
C.偶然

Q.6
アバントグループの 

過去5年間の 
株価上昇率は？

A. 16.9%
B. 23.2%
C. 46.1%

もっと詳しく！

詳しくは 
社長ブログで

もっと詳しく！

もっと詳しく！

代表取締役社長

森 川 徹 治

DIVA 事例 ZEAL事例

詳しくは 
社長ブログで

もっと詳しく！

詳しくは 
社長ブログで

詳しくは 
社長ブログで

詳しくは 
社長ブログで

新領域へ参入！
2017.06.26

DIVA グループ税務領域に本格参入。 
国産クラウド型アプリケーションを提供

もっと詳しく！3マス戻る！
受注損失発生！ 

品質管理部門を設置し再発防止

もっと詳しく！

１回休み
さらなる成長に向けて 
新中期経営計画を策定

もっと詳しく！

Facebook
ジールのSNS 

Twitter BLOG

詳しくは
社長ブログで

https://www.avantcorp.com/news/wp-content/uploads/2017/07/20170721.pdf
http://zeal-blog.zdh.co.jp/archive
https://twitter.com/BI_ZEAL
https://www.facebook.com/bi.zeal/
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