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NSD REPORT
第43期 事業のご報告 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
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平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
ここに当社第43期（平成23年4月1日から平成24年3月31日
まで）の営業の概況ならびに当社の状況につきまして報告書をお
届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長

システムソリューションを通じて、
産業の成長、社会の発展を支え、
豊かな未来づくりに貢献します。

当期の業績概況についてお聞かせください。

第43期は、当社にとって東日本大震災の影響が色濃く残る1年となりま
した。まず、連結子会社の株式会社FSK、株式会社ディ・アクセス（いず
れも福島県いわき市）がこれまで事業展開してきた福島県内市町村向けア
ウトソーシング事業を逸機し、大きなダメージを受けています。当社単体
では、計画停電やタイで発生した洪水の影響が、お客様のシステム投資へ
の意欲の停滞・投資額の減少という形になって表れたと認識しています。
こうした厳しい経営環境の中でも、長年培ってきた業務ノウハウやシ
ステム構築力を活かした積極的な受注活動を推進するとともに、クラウ
ドなどに代表される「システムの所有から利用へ」の進展も視野に入れた

連結決算ハイライト

シンボルマーク・企業スローガン
には、「人」を最大の財産と考え、
お客様から信頼され愛される人
創りをめざすNSDの企業姿勢を込
めています。

マークのモチーフ

「人」の文字、躍動する人の姿をモ
チーフとして、社名「NSD」の「N」
を表現しています。右上への跳ね
上げは、“人の腕”を、球体は“頭

（顔）”を表現しています。

コーポレートカラー

若葉の色をイメージしたグラデー
ショングリーンは「成長・発展」を
表し、オレンジは新しいものへ挑
戦する「熱意」を表現しています。

新規ビジネスの開発・推進を進めたことで、売上高は若干ながら伸長い
たしました。しかしながら、受託開発案件において、一部不採算プロジェ
クトが発生したことにより、利益面では前年比マイナスという結果にな
りました。

特に注力された取り組みについて教えてください。

受託システム案件では、引き続き金融向けサービスなど、当社の強み
を発揮できる領域の受注活動を強化したほか、タブレット端末やモバイ
ル端末がビジネスシーンで活用される機会が増えていることに着目し、
ビジネス開発本部を中心に、お客様のニーズに応える新パッケージ製品
の開発を進めました。6月には、社内の電子ファイルをモバイル端末より

売上高 ▶ 34,412百万円
前年同期比

3.2％増

売上総利益 ▶ 6,125百万円
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セキュアに参照できるオンプレミス型※パッケージサービス「FileServerPad（FSP）」
の販売を開始し、ご好評をいただいています。また、10月には大容量の電子データ
を安全・簡単にやり取りできるファイル転送サービス「eTransporter」の機能を拡充
し、FSPとの連携を図りました。こうしたパッケージ製品群の開発はスピードが命
です。今後はよりスピード感を重視しながら開発を進めていきたいと考えています。
※情報システムの利用に当たり自社管理下にある設備に機材を設置し、ソフトウェアを配備・運用する形態

中期的な見通し、今後の成長戦略についてお聞かせください。

2008年秋に発生したリーマンショック以降、全般的にシステム投資は抑制され続
けてきました。しかしながら、あらゆるシステムには寿命があります。金融業はも
とより、サービス業、製造業、運輸業ほか、すべての産業にとって、新たな企業成
長を果たしていくには、いよいよシステム投資を本格化しなければならない時期に
差し掛かってきているのではないでしょうか。ストレージ技術を含め、技術革新は
進んでおり、より低コスト化・効率化を図るため、また高付加価値サービスを生み
出すためには、システムの刷新・進化を欠くことはできません。確かに、中長期的
な視野で見ても、国内におけるシステム受託開発市場は今後、大きく急成長するこ
とはないと思います。しかしながら、産業の成長、社会の発展のために、システム
更新は不可欠であり、今後も必要とされ続けることは間違いありません。
当社では、特に既存顧客との信用・信頼を確保しながら、従来以上にお客さまの
課題把握・解決に努め、継続的に受注拡大を目指していきたいと考えています。
一方で、システム利用型のサービス形態は今後、急成長していくことになると見
込んでおり、当社でも、特にタブレット端末向けパッケージ製品のバリエーション
を増やしていく方向で企画・開発を進めていきたいと考えています。

次期に注力される取り組みについて教えてください。

営業面では、第43期に引き続き、大手信託銀行のシステム統合業務の推進に力を

入れていきます。新たな挑戦としては、事業拡大の施策のひとつとして、5月に米国
現地法人を設立しました。これまでサンフランシスコを米国拠点としてきましたが、
日系企業が集積する米国東海岸のニューヨークに拠点を設立することで、顧客のグ
ローバル事業展開に伴うシステム開発やシステムサポートのニーズに迅速に応えて
いく体制を整えます。
また、旧テプコシステムズが開発・展開してきたパッケージ製品「ePower」シリー
ズの拡販にも力を入れていきます。業務効率の向上を図る「exDirector」やセキュリ
ティ対策「セキュアBizクライアント」などを揃えるパッケージシリーズで、これまで
は関東圏を中心に展開されていましたが、当社のネットワークを活かし、関西圏・
中部圏など販売エリアを拡大することで、販売数の伸長を目指していきます。
さらに利益確保の視点から、また、システムインテグレーターとしての責任とい

う点においても、製品の品質確保・品質向上が何よりも重要な責務だと認識してい
ます。第44期は、品質管理グループを品質管理部に昇格させ、社長直属の部署とし
て権限を委譲することにより、品質の向上を図り、トラブル案件ゼロの達成に向け
て取り組みを強化していきます。

最後に株主の皆様へメッセージをお願いします。

配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に、業績連動型で、連結配
当性向30%以上の水準でお応えしていきたいと考えております。なお、第43期は
1株当たり25円の期末配当を実施させていただきました。また、自己株式を通期で
合計266万株（1,978百万円）取得し、平成24年3月に既取得分を含め300万株を消
却しています。今後も状況に応じて、適宜、検討していきたいと考えています。

今後も、社業の発展に努め、企業価値向上にまい進する所存でございますので、
株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげ
ます。
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1 2 3

次代に明るい未来を引き継いでゆくために──
私たちNSDは、社会のさまざまなフィールドで、ITを通じて
人々の暮らしや産業をささえながら、豊かで快適な社会づくりに寄与しています。

いつもあなたの近くで“未来をささえるIT”を

経営理念

経営の基本方針

NSDグループは、社員・お客様・
株主の皆様との共存共栄を企業
活動の原点として、常に最先端の
IT技術を探求し、人や社会に役立
つソリューションの創造･提供を
通じて、社会の健全な発展に積
極的に貢献します。

社員とともに

社員が最大の財産であることを
認識し、社員一人ひとりの持つ無
限の可能性を信じ、夢と誇りを持
てる働きがいのある会社にしてい
きます。

お客様とともに

お客様の発展に寄与し、お客様
の期待に応え、お客様から常に信
頼される企業をめざします。

株主の皆様へ

公正で透明性の高い経営を推進
し、効率的な事業活動を通じて、
企業価値の向上をめざします。

銀行や証券、生命保険・損害保険、カードな
ど金融機関に向けてソリューションを提供してい
ます。銀行の基幹業務や証券取引、保険の基幹
系及び周辺系業務システム、クレジットシステム
など多種多様なシステムで日本の経済基盤をさ
さえています。

航空・鉄道会社向けに、勤怠管理や顧客管理、
整備業務などのサポートシステムを提供していま
す。勤怠管理サポートシステムでは、長年の取引
実績で培った業務知識が、さまざまな勤務体系を
有するお客様への対応を実現しています。

メールに添付できない大容量ファイルを簡単・
安全に送信する企業向けファイル転送システムで
す。Webブラウザへのドラッグ＆ドロップという簡
単操作と転送ファイルの自動暗号化をはじめとす
る高セキュリティ機能が、幅広い業種のお客様か
ら支持されています。

▎経済基盤の一翼を担う

NSDを知る3つのポイント

▎航空・鉄道会社の業務をサポート ▎「eTransporter」を提供

創業以来40年以上にわたってお客様の“ビジネス
の根幹”をささえるシステムを提案・開発してきま
した。10,000システム以上の開発で蓄積した豊富な
実績と国内外の優れた技術を積極的に活用する“提
案力”が多くの企業から高く評価されています。

社員の90％以上がSE職（システムエンジニア）
です。これにより、システムや業務の個別コンサ
ルティングから、数百名規模の大規模開発まで、
案件特性に応じた体制の構築が自在かつ柔軟に可
能となります。

お客様の業種は特定の分野にとどまりません。
金融・保険分野はもちろんのこと、情報・通信、
製造、小売、運輸、建設、公共分野など幅広い
業種のお客様から評価されています。技術者集
団ならではの強みがここにあります。

豊富な実績に裏付けられた提案力 3,000名規模の技術者集団 幅広い業種のお客様

ドラッグ＆ドロップ

事 業 紹 介
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■ 金融業
■ サービス業
■ 製造業
■ 商業
■ 運輸業
■ 通信業
■ 建設業
■ 電力・ガス
■ 公共団体
■ その他

9,912百万円
8,741百万円
6,369百万円
1,519百万円
897百万円
621百万円
420百万円
235百万円
182百万円
19百万円

合計 28,919百万円

30.2%

34.3%
22.0%

5.2%
3.1%

2.2% 0.8%1.5%
0.6%
0.1%

■ 金融業
■ サービス業
■ 製造業
■ 商業
■ 運輸業
■ 通信業
■ 建設業
■ 電力・ガス
■ 公共団体
■ その他

9,912百万円
8,741百万円
6,369百万円
1,519百万円
897百万円
621百万円
420百万円
235百万円
182百万円
19百万円

合計 28,919百万円

30.2%

34.3%
22.0%

5.2%
3.1%

2.2% 0.8%1.5%
0.6%
0.1%

業種別売上高は、前年と比較
し、金融業、製造業、運輸業及
び通信業で増加しました。また、
商業、建設業では減少しました。

94.1%

情報サービス事業

89.5%
ソフトウエア
プロダクト事業

4.6%

● 情報サービス事業

システムソリューションサービス事業

● ソフトウエアプロダクト事業

情報サービス事業（ソフトウエア開発と
コンピュータ室運営管理事業）につきまし
ては、金融業のシステム統合案件が概ね順
調に推移したことにより、売上高は30,798
百万円（前年同期比2.9％増）となりました。

ソフトウエアプロダクト事業につきまし
ては、自社製品の販売推進に努めた結果、
売上高は1,571百万円（前年同期比17.3％
増）となりました。

人材派遣事業 不動産賃貸事業

人材派遣事業につきましては、デフレの長期化や景気の先行
き不透明感により、企業の人材派遣に対するニーズが増加せ
ず、売上高は1,599百万円（前年同期比5.0％減）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、賃貸不動産（元社員寮
など）の戸数増と安定した入居率により、売上高は442百万
円（前年同期比17.4％増）となりました。

4.6% 1.3%

情報サービス事業の
業種別売上高構成比

（単独）

事 業 の 内 訳（連 結）
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連結財務諸表の主なポイント

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前期 当期
平成23年3月31日現在 平成24年3月31日現在

資産の部
流動資産 24,813 26,383
固定資産 20,310 18,974

有形固定資産 9,452 9,277
無形固定資産 193 225
投資その他の資産 10,664 9,471

資産合計 45,123 45,358
負債の部
流動負債 2,666 3,875
固定負債 1,640 1,620
負債合計 4,307 5,495
純資産の部
株主資本 43,454 42,476

資本金 7,205 7,205
資本剰余金 6,892 6,892
利益剰余金 37,493 34,938
自己株式 △8,137 △6,560

その他の包括利益累計額 △2,853 △2,869
その他有価証券評価差額金 △354 △367
土地再評価差額金 △2,329 △2,329
為替換算調整勘定 △168 △171

新株予約権 — 2
少数株主持分 215 252
純資産合計 40,816 39,862
負債純資産合計 45,123 45,358

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

当期
平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

売上高 33,334 34,412
売上原価 27,022 28,286
売上総利益 6,311 6,125
販売費及び一般管理費 2,729 2,739
営業利益 3,582 3,386
営業外収益 234 300
営業外費用 31 18
経常利益 3,785 3,668
特別利益 48 102
特別損失 208 351
税金等調整前当期純利益 3,625 3,419
法人税、住民税及び事業税 1,485 1,436
法人税等調整額 42 77
少数株主損益調整前当期純利益 2,097 1,904
少数株主利益 16 37
当期純利益 2,080 1,867

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

当期
平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 199 3,329
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,627 1,051
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,288 △3,012
現金及び現金同等物に係る換算差額 △42 △4
現金及び現金同等物の増減額（減少:△） △3,758 1,364
現金及び現金同等物の期首残高 19,011 15,253
現金及び現金同等物の期末残高 15,253 16,617

項目
株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

平成23年4月1日期首残高 7,205 6,892 37,493 △8,137 43,454 △354 △2,329 △168 △2,853 — 215 40,816
当期変動額

剰余金の配当 △1,264 △1,264 △1,264
当期純利益 1,867 1,867 1,867
自己株式の取得 △1,980 △1,980 △1,980
自己株式の処分 400 400 400
自己株式の消却 △3,157 3,157 —
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △13 △2 △16 2 37 23

当期変動額合計 — — △2,554 1,577 △977 △13 — △2 △16 2 37 △953
当期末残高 7,205 6,892 34,938 △6,560 42,476 △367 △2,329 △171 △2,869 2 252 39,862

連結株主資本等変動計算書（要旨） 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで （単位：百万円）

1

2

資産合計
流動資産は、受取手形及び売掛
金が254百万円増加したこと
や、保有社債の早期償還決定に
よる投資有価証券からの有価証
券への振替が1,001百万円あっ
たことなどにより、1,570百万
円増加しました。固定資産は、
有形固定資産が175百万円減少
したことや、前述の有価証券の
振替などにより1,335百万円減
少しました。その結果、資産合
計は、234百万円の増加となり
ました。

1

負債合計
流動負債は、未払法人税等が
349百万円、流動負債その他が
629百万円増加したことなどに
より1,208百万円増加しました。
固定負債は、退職給付引当金が
316百万円増加したものの、長
期借入金（従業員持株ESOP信託
分）が1年内返済予定の長期借入
金への振替により332百万円減
少したことなどのため20百万円
減少しました。その結果、負債
合計は1,188百万円の増加とな
りました。

2

純資産合計
当期純利益による1,867百万円、
自己株式の処分（従業員持株ESOP
信託分）による400百万円の増加
があったものの、自己株式の取
得による1,980百万円、配当金支
払いによる1,264百万円などがあ
り、953百万円減少しました。

3

3

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

連 結 財 務 諸 表
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株主メモ株式の状況 （平成24年3月31日現在）

発行可能株式総数……………………………………… 200,000,000株
発行済株式総数  ……………………………………… 48,172,160株
単　元　株　式　数 ………………………………………………… 100株
株　　　主　　　数 ……………………………………………… 11,181名

所有者別株式分布状況（平成24年3月31日現在）

主要な事業所及び関係会社 （平成24年4月1日現在）

大株主 （上位10名）

大株主
当社への出資状況
持株数
千株

持株比率
％

IPC 株式会社 2,840 6.68

野村信託銀行株式会社
（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口） 2,129 5.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

2,007 4.72

有限会社KDアソシエイツ 1,601 3.77

タイヨーパールファンドエルピー 1,580 3.72

ノーザントラストカンパニーAVFC 1,500 3.53

NSD従業員持株会 1,468 3.46

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口）

1,125 2.65

橋田　麗子 1,120 2.64

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 1,103 2.60

（注1）千株未満は切り捨てて表示しております。
（注2）持株比率は小数点以下3桁目を四捨五入して表示しております。
（注3）持株比率は自己株式（5,672千株）を控除して計算しております。（注）役職ごと五十音順に記載しております。

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基準日 定時株主総会関係 3月31日

期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

（ただし、現在中間配当は行っておりません。）
公告方法 電子公告の方法で行います。

（公告掲載URL　http://www.nsd.co.jp/）
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できな
い場合は、日本経済新聞に掲載します。

株主名簿管理人
特別口座管理機関

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（同送付先） 〒137-8081
東京都江東区東砂7丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（受付時間：土・日・祝
祭日を除く平日9：00～17：00）（通話料無料）

代表取締役社長 今城　義和
専務取締役 梅原　幸雄
常務取締役 戸村　敦雄
取締役執行役員 近藤　　潔
取締役執行役員 前川　秀志
取締役（社外取締役） 岡島　貴敏
常勤監査役 増田　宏韶
常勤監査役 宮田　浩史
常勤監査役（社外監査役） 佐々木　仁
監査役（社外監査役） 浦野　光人
監査役（社外監査役） 森内　康浩

執行役員 穴井　明彦
執行役員 網野　和幸
執行役員 井辻　　豊
執行役員 川内　達夫
執行役員 小松　昭隆
執行役員 佐々木基好
執行役員 新野　章生
執行役員 松井　　孝
執行役員 矢本　　理

〔事業所〕 〔関係会社〕
本社 NSDビジネスサービス株式会社
大阪支社 株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービス
名古屋支社 株式会社NSDリアルエステートサービス
福岡事業所 株式会社FSK
大分事業所 株式会社ディ・アクセス

エヌ・アイ・コンサルティング株式会社
NSD AMERICA INC.

取締役・監査役及び執行役員（平成24年6月27日現在）

（注1）株式数は千株未満は切り捨てて表示しております。
（注2）持株比率は小数点以下３桁目を四捨五入して表示しております。

●株式数　48,172千株（注1）

●株主数　11,181名

5,672千株
11.78%

自社
金融機関
13,362千株
27.74%

外国法人 等
10,487千株
21.77%

個人その他
12,472千株
25.89%

個人その他　10,901名　97.48%

金融商品取引業者
425千株 0.88%

その他の法人 5,751千株 11.94%

自社 1名 0.01%
金融機関 37名 0.34%
金融商品取引業者 26名 0.23%

その他の法人 98名 0.88%
外国法人 等 118名 1.06%

検 索

会 社 概 要 ／ 株 式 状 況 ／ 株 主 メ モ

商号 株式会社NSD
創業 昭和44年4月8日
本社 〒163-0777
 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
 03（3342）2981（代）
資本金 7,205百万円
従業員 3,867名
 （平成24年3月31日現在企業集団の従業員数）

ホームページURL　http://www.nsd.co.jp/

会社概要

もっと詳しく知りたい方は

ホームページを
ご覧ください
当社WEBサイトのオリジナ
ルコンテンツ「社会の中の
NSD」では、当社の活躍し
ている様々な場面をご紹
介しています。ぜひ一度
ご覧ください。

NSD
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持株数・株式保有期間に応じて
発 行 い た し ま す ポ イ ン ト で、
Webサイト、カタログより約100
種類のグルメ商品、日用雑貨な
どから株主様のお好きな商品を
お選びいただく「株主優待ポイン
トシステム」を採用しています。

NSD株主優待サイト
URL：http://nsd.sr-s.co.jp/

株主優待ポイントシステム
「株主優待ポイントシステム」は、持株数・株式保有期間に応じ
たポイントを株主様に発行し、株主様が Webサイト上で商品を
選択することができるサービスです。

サービス対象者
9月末日現在の株主名簿に記載された、100株以上保有の株主様

優待ポイント
  1年未満 1年以上 3年以上

100株以上
200株未満 1,000 1,500 2,000

200株以上
500株未満 2,000 3,000 4,000

500株以上
 1,000株未満 3,000 4,500 6,000

1,000株以上 
2,000株未満 4,000 6,000 8,000

2,000株以上 5,000 7,500 10,000

実施時期
毎年9月末日の株主名簿に記録され、100株以上保有されている
株主の皆様に、11月中旬にご案内をお送りいたします。

株主優待お問合せ（フリーダイヤル）
NSD株主優待事務局
電話：0120-22-9759

（受付時間　10:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

〒163-0777　東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
http://www.nsd.co.jp/

この言葉には、NSD グループ（Ｉ）が持つ Technology をもとに、 
お客様（You）と新たな Technology を創造し、将来にわたって
お客様のビジネスとすべてのステークホルダー（You）の発展に
貢献したいという私たちの思いが込められております。

株主優待の平成24年3月末時点の「寄付」のご報告
株主優待の平成24年3月末時点の「寄付」の状況は、株主の皆様のご支援により合計額は720,000円（詳
細は以下のとおり）となりました。この寄付につきましては、平成24年4月中旬に各団体への手続きが
完了しておりますのでご報告いたします。これからも株主の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

国際人道支援機関ジャパン・プラットフォームを通じて東日本大震災の被災地
へ寄付を行いました。集められた寄付金により、炊き出しや生活物資の配布
などの現場ニーズのマッチング、支援分野別や市町村地域別のボランティア
活動などのコーディネートを含めた、さまざまな支援が取り組まれております。

寄付 申込口数 1,124口　　 金額 562,000円

東日本大震災の被災地への寄付
～『自立』『共生』『心の復興』を支える支援に参加～

アフリカのマリ共和国のバルエリ地域に、給食設
備や給食用穀物の購入などで学校給食を普及さ
せ、小学校の就学率や修了率を引き上げるため
の寄付を、プランジャパンを通じて行いました。

寄付 申込口数 259口
金額 129,500円

マリ／学校給食支援プロジェクトへ寄付

ざぶん賞は小中学生を対象に、水や海をテーマ
にした作文を公募しています。作文を通じて「命」
や「自然」の大切さについて考えてもらうという趣
旨に賛同し、寄付を行いました。

「ざぶん賞」に寄付

株主優待トピックスNSDの株主優待について

寄付 申込口数 57口
金額 28,500円
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