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売上⾼売上⾼売上⾼売上⾼ 営業利益営業利益営業利益営業利益
(単位:百万円)

1 770 1 950
180百万円

増収
180百万円

増収 7百万円7百万円
1,770 1,950

80 87増収増収
増益増益

2011通期 予想 実績 2011通期 予想 実績

経常利益経常利益経常利益経常利益 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

8百万円8百万円
70 78

60 69
8百万円

増益
8百万円

増益 9百万円
増益
9百万円

増益
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2011通期 予想 実績 2011通期 予想 実績
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3期連続の増収

• 売上⾼は、⼤型案件の影響で急伸した2010年度を上回る

保守サポ ト 受託開発が前期⽐で⼤きく躍進• 保守サポート、受託開発が前期⽐で⼤きく躍進

営業利益 経常利益 当期純利益ともに⼤幅増

• 営業利益 +434%、経常利益 +720%の⼤幅増益

営業利益、経常利益、当期純利益ともに⼤幅増

• NGNソリューション事業における利益率が向上
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全体⽅針

インフラ・プラットフォーム志向からソリューション・サービス志向へ

戦略NXGのソリューション戦略

⾃社の強みを発揮できる市場に集中しつつ、効率的、かつ確実な販路拡⼤を⽬指す

通信システム・ソリューション
 ⼤⼿通信事業者を中⼼に

安定した収益を確保
課題

安定した収益を確保
 保守契約の獲得、拡⼤

セキュリティ・ソリューション クラウド&スマートフォン・セキュリティ・ソリューション
 ⾃社製品(NX-C6000)の販路拡⼤
 セキュリティ診断を

⼀般企業向けに展開

ソリューション
 ⾃社ブランドによる

クラウド・ソリューション開始
 クラウドとスマホ(IP電話)の

課題 課題
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般企業向けに展開  クラウドとスマホ(IP電話)の
連携サービスの提供



2011(実績) 2012(予想) 2013(計画) 2014(計画)
(単位:百万円)

売上⾼ 1,950 2,150 2,400 2,800
営業利益 87 100 130 170
経常利益 78 90 120 150

当期純利益 69 85 100 120

売上⾼ 営業利益
(単位:億円)

クラウド&スマートフォン

1.5 2.5 3.51 1.5
3.5

クラウド&スマ トフォン
セキュリティ
通信システム
2011年実績

1.7
19.5 19 20 21 0.87 1 1.3

1.7
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2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014



2012 2013 2014

通信システム・ソリューション通信システム・ソリューション

19 2120
セキ リティ ソリ シ ンセキ リティ ソリ シ ン

19億円 21億円20億円

セキュリティ・ソリューションセキュリティ・ソリューション

1 5億円 2 5億円 3 5億円

クラウド＆スマートフォン・ソリューションクラウド＆スマートフォン・ソリューション

1.5億円 2.5億円 3.5億円

クラウド＆スマ トフォン ソリュ ションクラウド＆スマ トフォン ソリュ ション

1.0億円 1.5億円 3.5億円
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NTT東⻄が、⼀般加⼊電話やISDN等を提供するPSTN(コアネットワーク)をIP網に
切り替える「PSTNマイグレーション」に関する概括的展望を公表（2010年11⽉）

2002年ごろから導⼊された初期のIP電話サービス設備も今後、順次更改時期を迎える

2002 20252015 20202012

NTT東⻄によるPSTNのNTT東⻄によるPSTNの

2002年ごろから導⼊された初期のIP電話サ ビス設備も今後、順次更改時期を迎える

PSTNPSTN関連サービスの順次廃⽌関連サービスの順次廃⽌PSTNPSTN関連サービスの順次廃⽌関連サービスの順次廃⽌

NTT東⻄によるPSTNの
マイグレーションスケジュール

NTT東⻄によるPSTNの
マイグレーションスケジュール

代替サービス、技術⽅式等の検討代替サービス、技術⽅式等の検討

IP網同⼠の接続開始IP網同⼠の接続開始

IP電話 既存IP電話設備のリプレース

2015年までの間にかけて

提供開始 既存IP電話設備のリプレース
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2015年までの間にかけて
SIP相互接続を始めとする当社ソリューションへの需要拡⼤が期待される



PSTNマイグレーションに伴うIP相互接

⼤⼿通信事業者向け
SIP/VoIPソリューションを
安定的な収益源とする

続ソリューションの需要が2020〜2025
年まで継続する⾒通し
現⾏IP網で未提供の新機能・サービスの安定的な収益源とする 現⾏ 網で未提供 新機能 サ ス

提供に当社SIP/VoIPソリューションへの
需要は拡⼤する

⾃社サポート体制の拡充と
パートナーシップの強化による

ここ数年の保守売上は着実に増収傾向に
新規案件の保守契約獲得

ここ数年の保守売上は着実に増収傾向に
あり、今後もこの傾向を継続するべく体
制を強化する

海外ベンダ製品に対する 販売計画海外ベンダ製品に対する
保守サポートノウハウを⽣かした
⼤型保守案件の獲得 19 20 21

販売計画
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2012 2013 2014



2012 2013 2014

既存IP電話設備の更改案件の取り込み既存IP電話設備の更改案件の取り込み

保守サポート案件の拡⼤保守サポート案件の拡⼤

スマートフォン関連ソリューションの提供スマートフォン関連ソリューションの提供

クラウドPBX／UCソリューションの提供クラウドPBX／UCソリューションの提供

通信事業者間IP相互接続ソリューションの提供通信事業者間IP相互接続ソリューションの提供

M2Mソリューションの提供M2Mソリューションの提供

SIPトランク（企業向け）ソリューションの提供SIPトランク（企業向け）ソリューションの提供

海外通信事業者（アジア）への海外通信事業者（アジア）への
ソリューションの提供ソリューションの提供

IPv6への本格的対応IPv6への本格的対応
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19億円 20億円 21億円



市場環境・ニーズ 当社の取り組み

通信事業者

 PSTNマイグレーション
 ハードウェア依存からの脱却
 インターネット モバイルIPネット  仮想化技術の活⽤による製品性能の強化通信事業者

ネットワーク
の整備

 インターネット、モバイルIPネット
ワークとの連携強化

 セキュリティ対策、障害からの回復⼒
への注⽬

 アジアにおけるニ ズ

 オープンスタンダードな製品開発

 セキュリティ事業とのシナジー発揮

 アジアにおけるニーズ

通信事業者の
提供する

 スマートフォン、LTE(⾼速広帯域モバ
イル)を活⽤するアプリケーション  端末クライアントソフトとの⼀体的ソ提供する

ソリューショ
ン・サービス
への貢献

)

 クラウド型ソリューション

 国内/海外のシームレスなソリュー
ション作り

 端末クライアントソフトとの 体的ソ
リューション開発

 クラウドサービス事業とのシナジー発揮

保守
 レガシー技術との⼀体的保守

 製品ごとの保守から

 社内保守体制拡⼤とパートナーシップ強化

 海外ベンダ製品に対する保守サポートノウ
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技術領域ごとの保守体制 ハウの活⽤



スマートフォンの急速な普及による攻撃対象の多様化と増加に伴う脅威の顕在化により
企業のセキュリティ対策への関⼼の⾼まりが予想される

 今回の5060/UDP に対する⼤量のアクセス
IP電話への不正アクセスの急増

は、インターネットに接続されたSIP サー
バに対する不正な接続を試みているものと
思われます。SIP サーバが不正に利⽤され
た場合 通話料等の⾦銭的損害に直結するた場合、通話料等の⾦銭的損害に直結する
可能性があり、また、悪意のある発信者の
⾝元を隠すために利⽤される危険性も考え
られます。られます。

 SIP サーバへの脅威は依然として継続して
います。探索⾏為は引き続き⾏われている探索⾏為 続 ⾏
ほか、探索により発⾒されたSIP サーバに
対し、今後更なる攻撃が⾏われる可能性も
あります。
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『情報技術解析平成22 年報』
平成23 年３⽉

警察庁情報通信局情報技術解析課
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警察庁サイバーフォース
「5060/UDP に対するアクセスの増加について」

平成22年7⽉14⽇



サイバー攻撃の増加に伴い、SIP/VoIPの

拡⼤するセキュリティ市場への
対応を強化

セキュリティ診断サービスの需要が増加
SIP/VoIPに関する脆弱性診断のサービス

プロバイダとしては国内唯⼀プ イダとしては国内唯
2009〜2011年で売上は10倍以上に成⻑

実防御機能の実装による
セキュリティ製品訴求⼒の強化

セキュリティ製品（NX-C6000)は、
キャリアVoIP網の保守運⽤効率化とセ
キュリティ対応を謳った他に類を⾒ないキュリティ対応を謳った他に類を⾒ない
製品
2009〜2011年で売上は3倍以上に拡⼤

⼀般企業への
VoIP網監視サービス提供

1 5 2.5 3.5
販売計画
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2012 2013 2014

1.5



2012 2013 2014

診断作業の効率化
(オ シ アパ トナ 活⽤)
診断作業の効率化
(オ シ アパ トナ 活⽤)

キャリア向け（モバイルキャリアのニーズ拡⼤）キャリア向け（モバイルキャリアのニーズ拡⼤）
セ
キ
ュ

診
断
サ

SaaS型 ⾃動診断サービスの提供SaaS型 ⾃動診断サービスの提供

エンタープライズおよび海外向けエンタープライズおよび海外向け(オフショアパートナー活⽤)(オフショアパートナー活⽤)

⼀般企業向け
VoIP監視サービス開発
⼀般企業向け
VoIP監視サービス開発

リ
テ
ィ

サ
ー
ビ
ス

キャリアへの販売強化（導⼊普及）キャリアへの販売強化（導⼊普及）

防御機能実装防御機能実装

海外市場への展開海外市場への展開
⾃
社
製

販
売

⾼度な解析付加価値の提供へ）⾼度な解析付加価値の提供へ）

1.5億円 2.5億円 3.5億円

他社製品への移植他社製品への移植 企業向け市場への展開企業向け市場への展開品
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市場環境・ニーズ 当社の取り組み

 スマートフォンの急増により、診断対
象が増加、多様化

バ

 製品性能向上とコスト削減により
SIP/VoIPセキュリティ技術の当分野にお
ける先⾏優位性を維持・強化

SIP/VoIP
セキュリティ
診断サービス

 サイバー攻撃の深刻化に伴い、セキュ
リティ診断サービスが業界全体で増加

 当社SIP/VoIPセキュリティ診断サービ
スの売上は10倍以上の成⻑

ける先⾏優位性を維持 強化

 企業向け、海外向けへの拡⼤

 企業向けサービスメニューの開発とセキュ
リティベンダブランドでの診断OEM展開

 SIP/VoIP脆弱性診断サービスプロバイ
ダとして国内唯⼀、世界でも3社程度  海外パートナーと連携し、海外での診断

サービスを展開

⾃社ソフト
開発 販売

 NX-C6000は、キャリアVoIP網保守運
⽤効率化＆セキュリティ対応を謳った
独⾃性が評価され、過去3年間で売上
が3倍に

 防御機能実装による製品⼒強化

 企業向け監視サービスをシステム保守会社
と協働して実施

開発・販売
 キャリア、企業ともにVoIPセキュリ

ティ監視要件のみでは導⼊ハードルが
⾼い

 ルータベンダやセキュリティベンダとの協
業により、より簡易に、より多くの環境へ
の導⼊を可能に

14Copyright NextGen, Inc. All rights reserved.



スマートフォン、クラウドサービスの⾼い成⻑性は当⾯継続し、

国内スマートフォン市場規模推移国内スマートフォン市場規模推移国内スマートフォン市場規模推移国内スマートフォン市場規模推移 国内クラウドサービス市場売上額予測国内クラウドサービス市場売上額予測国内クラウドサービス市場売上額予測国内クラウドサービス市場売上額予測

今後は法⼈市場への浸透が本格化する⾒通し
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IDC Japan株式会社
「2011年 国内クラウドサービス市場 需要動向調査」(2011年7⽉)より抜粋

株式会社 ⽮野経済研究所
「スマートフォン市場に関する調査結果 2011」(2011年7⽉)より抜粋



常時ネットワーク接続されたスマート

クラウドストレージサービスの
⼀般企業向け積極的展開

フォンの爆発的な増加
⾼速ネットワークアクセス環境の充実
クラウドストレージの企業ニーズは増⼤クラウドストレージの企業ニーズは増⼤

傾向

スマートフォン対応
セントレックスサービスの提供
(2012年中) スマートフォンの普及 WiFi環境とアプ( 年中) スマ トフォンの普及、WiFi環境とアプ

リケーションの充実
FMCをはじめとしたVoIPサービスの普及クラウドストレージサービスと

統合した
Only One Solutionの提供

1 5
3.5

販売計画
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2012 2013 2014

1 1.5



2012 2013 2014

⾃社ブランドソリューション（U３）販売⾃社ブランドソリューション（U３）販売

クラウドストレージOEM販売クラウドストレージOEM販売
ク
ラ
ウ

ス
ト
レ
ー 企業デ ビ 連携企業デ ビ 連携

ウ
ドー

ジ

クラウドストレージとの
統合ソリューション開発
クラウドストレージとの
統合ソリューション開発

企業ディレクトリサービスとの連携企業ディレクトリサービスとの連携

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

サ
ー
ビ
ス

スマートフォン対応セントレックスサービスの提供スマートフォン対応セントレックスサービスの提供

スマートフォン対応050外線サービスの提供スマートフォン対応050外線サービスの提供

1 0億円 1 5億円 3 5億円

ォ
ン 電話会議サービスの提供電話会議サービスの提供
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1.0億円 1.5億円 3.5億円



市場環境・ニーズ 当社の取り組み

クラウド

 スマートフォンやタブレットなどの常
時ネットワーク接続されたデバイスの
爆発的な伸張

 BYOD対応の企業向けクラウドストレージ
を早期に市場に投⼊クラウド

ストレージ
サービス(U3)
の提供

 LTEやWiMax、公衆WiFiアクセスポイ
ントの増⼤により⾼速ネットワークア
クセス環境の充実

 ⼀部の先進的なユーザーが利⽤してい
たク ウド ト ジ 企業

 直売と代売の両チャネルで⼀般法⼈ユー
ザーを開拓

 ライセンスと、ストレージ容量課⾦によ
安定 グビたクラウドストレージの企業ユース

ニーズの増⼤
り、安定したランニングビジネスを展開

 2011年はスマホが携帯端末市場の半
 「050」関連ノウハウをスマホ クラウド

クラウド・
スマホの
連携サ ビス

数を占め、今後も⼤幅に増加傾向

 WiFi機能の搭載と、アプリケーション
の充実により、FMCをはじめとした
VoIPサ ビスが充実

 「050」関連ノウハウをスマホ・クラウド
と連携

 ⾃社セントレックスサービスと顧客を持つ
サービス事業者にOEMで展開連携サービス VoIPサービスが充実

 ⼤震災を契機に「持たざる経営」、
「BCP」等が強く意識される

 クラウドストレージサービスと統合による
独⾃性の⾼いサービスの提供
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設⽴ 2001年11⽉

資本⾦ 488,395千円

社員数 75名 (2011年12⽉末時点)

売上 19億5千万円 (2011年12⽉期)

上場区分 ⼤阪証券取引所 JASDAQ (証券コード：3842)Q ( )

本社所在地 東京都千代⽥区麹町三丁⽬3番地4

経営陣 代表取締役社⻑ ⼤⻄新⼆経営陣 代表取締役社⻑ ⼤⻄新⼆
取締役副社⻑ 柏⽊宏之
取締役 野村昌雄
取締役 ⻑⾕川 充取締役 ⻑⾕川 充
監査役 ⾶⽥和男
監査役 三浦靖治
監査役 出澤秀⼆監査役 出澤秀⼆
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