
株主の皆様へ

第45期 事業のご報告
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

証券コード ： 9759

お客様の企業価値を高め、
お客様から評価され、
選ばれるITパートナーへ。

トップインタビューP1

P3 中期経営計画
最終年度に向けて、NSDは邁進しています。
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売上高 40,285百万円
前年同期比10.0%増

売上総利益 8,630百万円
前年同期比14.1%増

営業利益 4,848百万円
前年同期比8.1%増

経常利益 5,076百万円
前年同期比12.0%増

当期純利益 3,165百万円
前年同期比29.0%増

代表取締役社長

お客様の企業価値を高め、お客様  から評価され、選ばれるITパートナーへ。

●第45期 （平成26年3月期） 連結業績サマリー
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。

　国内経済は、企業業績の改善と景気回復の動きが見られた中、情報サー
ビス産業においても、企業のIT投資が増加し、引き続き順調に推移したと感
じています。当社につきましては、中期経営計画の2年目として計画の達成
に向けて、積極的な受注活動を行い、品質向上やプロジェクト管理の強化に
取り組んでまいりました。こうした取り組みが実を結び、連結売上高は主力
の情報サービス事業で、順調に伸ばすことができました。また、不採算案件
撲滅にも成果が出たと思っています。
　利益面では、新設した北京仁本新動科技有限公司（中国）、NSD Inter-
national, Inc.（米国）、販売専門会社である株式会社NSDビジネスイノベー
ション（日本）、M&Aで取得した遠隔医療（テレヘルス）事業会社Viterion 
Corporation（米国）などの業績が計画よりも下回りましたが、増収による
利益の増加や稼働率・採算性の向上などにより、営業利益、経常利益とも
に前年同期比増益となりました。また当期純利益については、不動産売却に
よる税効果も寄与し大幅な増益となりました。
　上記新設子会社等への投資は、今後のNSDグループの成長を考える上で
必要な投資であり、実質初年度としては、ある程度致し方ない負担であると
考えています。第46期については、事業基盤を強化し早期に収益に貢献で
きるように、全力で取り組んでまいります。

 　「複数のバランスのとれた収益の柱の構築」という長期ビジョンの実現に
向け、「受託開発のより一層の競争力強化」「サービス利用型ソリューションの
ニッチトップ志向」「グローバル展開の推進」「M&Aの能動的推進」の４つの
柱の推進に注力し、確実な手応えをつかんできています。
　特に、サービス利用型ソリューションの創出として、今後、成長が期待され
るスマートデバイスサービス、医療ITなどにおいて、有力企業や自治体、大
学や医療法人などと連携しながら事業開発に取り組み、具体的な成果を出しつ
つあります。
　スマートデバイスサービスについては、自治体や大学と連携し、地域の活性
化を目的としたO2O*ソリューションアプリをリリースしました。これは地域情
報の配信やスタンプラリーを通じて街中の回遊を促すとともに、継続的に収
集・分析した動線や滞留データを自治体などに提供することにより集客効果を
上げるなど、新しい街づくりに役立てられています。このスマートデバイスサー
ビスは、コンテンツを入れ替えることで、様々なシーンでの活用が可能であ
り、幅広い領域での展開が期待できることから、第46期より、株式会社NSD
ビジネスイノベーションで販売を開始していきます。
　医療ITについては、医療法人をはじめ大学や医療関係者と連携し、高齢化
社会に向けて在宅医療サービスの高度化を目指す医療福祉情報連携モデルを
検討しています。また、グローバル展開としては、米国と中国の両現地法人
を軸に、遠隔医療(テレヘルス)を主要事業のひとつとして、日本を含めた３ヶ
国の共通プラットフォームの構築にも着手しており、日・米・中の連携による
相乗効果を追求しております。

　第46期も引き続き、新規事業の創出・販売を拡大し、積極的にグローバル
に展開してまいります。

　第46期も、国内景気の回復に伴い、企業のIT投資が増加する傾向にあると
見込んでいます。このような中、当社は主力の情報サービス事業に加えて、
自社開発の商品・サービスの拡販、また、海外事業の積極展開などにより、
増収増益を達成し、企業価値の向上を図ってまいります。
　第46期の連結業績の見通しは、売上高450億円、営業利益54億円、経常
利益55億円、当期純利益32億円となります。
　次に、株主還元についてですが、1株当たり年間32円の配当を実施させて
いただきました。前期実績から5円の増配であり、配当性向は42％となります。
さらに、株主還元の一貫として、前年度には約10億円の自己株式取得を実施
しました。
　また、株主の皆様への利益還元をより高めるために、第46期より配当性向
40％以上を目処とする方針に変更いたします。この方針のもとに第46期は、
1株当たり1円増配となる年間33円とさせていただくこととしました。予想配当
性向につきましては、前年度と同じ42％となります。また、自己株式の取得に
つきましても、5月から6月にかけて、10億円を上限に実施しております。こ
れからも引き続き、株主還元に努めていきたいと考えています。
　株主の皆様におかれましては、今後とも引き続きご支援いただきますよう
お願い申し上げます。

第45期（平成26年3月期）の業績の総括と
ご評価をお聞かせください。Q

中期経営計画達成に向けての見通しと
株主の皆様へのメッセージをお願いします。Q

中期経営計画の取り組み状況をお聞かせください。Q

トップインタビュー

*O2O … Online to Offlineの略。ネット上から、ネット外の実地での行動へと促す施策。
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43

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。

中期経営計画最終年度に向けて、NSDは邁進しています。
長期ビジョン 重点施策 第45期 （平成26年3月期） の新たな   取り組みのご紹介

グローバル展開の推進・M&Aの能動的   推進 （※1） サービス利用型ソリューションのニッチトップ志向 （※2）

※DOE＝純資産配当率

平成25年
3月期実績

平成26年
3月期実績

平成27年
3月期計画

1株当たり
配当金 27円 32円 33円

配当性向 46.3% 42.0% 42.0%
DOE※ 2.8% 3.2% 3.2%

株主の皆様への利益還元策

配当性向30%以上を目処に安定的な配当継続を指向し、中
期経営計画の中で株主還元の目標として、純資産配当率で
あるDOE３％の達成を掲げていますが、平成26年3月期は
前期の年間27円から5円増配し、32円とさせていただいた
ことでDOEは3.2％となり、1年前倒しで達成しました。今後
さらなる株主の皆様への利益還元を指向し、平成27年3月
期より配当性向40％以上を目処とする方針に変更いたしま
す。また、自己株式の取得についても、5月から6月にかけ
て実施しており、今後も機動的に検討していきます。

平成24年3月期
実績

平成25年3月期
実績

平成26年3月期
2期目（計画）

平成26年3月期
実績

平成27年3月期
最終年度（計画）

売上高 （百万円） 34,412 36,632 40,000 40,285 45,000※

営業利益 （百万円） 3,386 4,483 4,700 4,848 5,400※

売上高営業利益率（%） 9.8 12.2 11.8 12.0 12.0
当期純利益 （百万円） 1,867 2,454 2,700 3,165 3,200
ROE （%） 4.7 6.0 — 7.5 8.0

主な計数目標と進捗

※平成26年5月12日の平成26年3月期決算発表により、中期経営計画当初の計画であった
　売上高44,000百万円、営業利益5,300百万円からそれぞれ上方修正しています。

●M&Aの能動的推進

●グローバル展開の推進

●サービス利用型ソリューションの
　ニッチトップ志向 ※2

※1

※1

●受託開発のより一層の競争力強化
平成24年5月にニューヨークに、同10月には北    京に現地法人を設立し、また、平成25年4月にニューヨークで
バイエルグループより遠隔医療(テレヘルス)事   業を譲受け、平成26年2月には中国内陸部の成都に、オフショア
拠点として合弁会社を設立するなど、海外展開    とM&Aを積極的に推進しています。

サービス利用型ソリューションの創出に向け、開発体制の強化を進めています。
現在開発中の事業の中から医療IT・教育ITの分野における取り組みをご紹介いたします。

高品質なサービスを提供し、
お客様の企業価値向上に貢献します

超高齢社会の課題を解決
医療法人・大学・遺伝子検査会社などと連携し、日本が直面
している超高齢社会先進国としての課題を解決するために、
在宅医療における新しいビジネスモデルや、個人の体質に応
じたより質の高い医療サービスの開発を進めています。第46
期は、医療サービスの第一弾として、遺伝子検査手法の特許
をもつ大学と連携し、個人別の疾病発症リスクを解析して健
康管理に役立てる「体質チェックサービス」をスタートする予
定です。今後、第二弾・第三弾と、医療・ヘルスケア関連サー
ビスを拡充していきます。

●医療IT
次世代を担う子供たちの成長をサポート
教育機関と連携し、初等中等教育機関向けに「学びのポート
フォリオシステム」の開発を進めています。「学びのポート
フォリオシステム」とは、子供たちがどこで何を学び、どう成
長しているのかを様々な観点から可視化し、それを学校・家
庭・生徒が共有することで、子供たちの成長をサポートする
システムです。第46期は、これまで教育機関とともに検討を
行ってきたシステムの試験を小学校と協力しスタートする予定
です。思考力やコミュニケーション能力など、人間として大き
く成長する時期である小学校から高等学校までの教育を、当
社の「学びのポートフォリオシステム」がサポートします。

●教育IT

◇現地の日系企業へのITソリューション提供
◇現地採用の拡大など営業展開の強化
　＜現地法人＞
　NSD International, Inc.

M&A、統合ITサービス

遠隔医療（テレヘルス）とは、通信技術を活用し、診療や健康に関するア
ドバイスを行うことです。世界的に遠隔医療（テレヘルス）需要は高まって
おり、市場規模は平成23年の116億ドルから、平成30年までに約400億ド
ルに達することが予想されています。（RNCOS調査、平成25年12月発表）

遠隔医療（テレヘルス）とは

◇平成25年4月、バイエルグループより
　遠隔医療（テレヘルス）事業を譲受け
　＜現地法人＞
　Viterion Corporation

遠隔医療（テレヘルス）事業

◇平成25年7月、日本RXテクノロジー
　株式会社を設立

オフショア開発のブリッジ

複数のバランスのとれた収益の柱を構築します

● あらゆる金融業務に精通し、特に本邦金融機関からの絶大な
信頼を獲得します。

● 金融業以外では、分野（業種または業務）別で、
トッププレーヤーの地位を確保します。

● 受託開発以外の分野でも存在感を獲得します。

北京

上海
成都  ニューヨーク

連携

連携

連携

 日本

ソリューション&サービス

◇中国内の統合ITサービス事業の展開
　＜現地法人＞
　北京仁本新動科技有限公司
　　 成都仁本新動科技有限公司

体質チェックサービス 学びのポートフォリオシステム

②検査委託

⑤NSDのシステムを
通して検査結果を
配信
検査結果はスマー
トフォンやホーム
ページで参照可能

①検査受診
③検査
　依頼

学習成果
の蓄積

学習評価
システムの
提供

自宅学習
成果の蓄積

保護者向け
に学習状況
を提供

学校 家庭

④検査
　結果の
　提供

大学

病院、自治体等

健診受診者等
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その他の財務情報などはホームページに掲載しております。http://www.nsd.co.jp/ir/index.html

1.0%

3.6%

3.1%

92.3%
H26/3
合計

40,285
（百万円）

財務ハイライト

第41期
平成22年3月期

第42期
平成23年3月期

第43期
平成24年3月期

第44期
平成25年3月期

第45期
平成26年3月期

売上高 34,933 33,334 34,412 36,632 40,285 

営業利益 4,248 3,582 3,386 4,483 4,848

　売上高営業利益率 （％） 12.2 10.7 9.8 12.2 12.0 

経常利益 4,372 3,785 3,668 4,530 5,076

　売上高経常利益率 （％） 12.5 11.4 10.7 12.4 12.6 

当期純利益 3,400 2,080 1,867 2,454 3,165

　売上高当期純利益率 （％） 9.7 6.2 5.4 6.7 7.9 

1株当たり当期純利益 （円） 74.54 46.21 43.49 58.37 76.19 

総資産 45,834 45,123 45,358 47,317 48,309

純資産 41,412 40,816 39,862 42,231 43,030

1株当たり純資産 （円） 911.75 922.67 947.46 993.32 1,027.95

自己資本比率 （％） 89.8 90.0 87.3 88.6 88.4 

1株当たり配当金 （円） 28.00 28.00 25.00 27.00 32.00 

配当性向 （％） 37.6 60.6 57.5 46.3 42.0 

ROE （％） 8.3 5.1 4.7 6.0 7.5

DOE （％） 3.1 3.0 2.6 2.8 3.2

（百万円）

①システムソリューション
サービス事業 38,652
■情報サービス事業 37,188
■ソフトウエアプロダクト事業 1,464

②■人材派遣事業 1,253
③■不動産賃貸事業 379

営業利益／売上高営業利益率
 ■ 営業利益（百万円）

 売上高営業利益率（%）
 ■ 当期純利益（百万円）

 売上高当期純利益率（%）

（百万円）

当期純利益／売上高当期純利益率 セグメント別売上高構成売上高
（百万円）

NSDを知る
3つのポイント
豊富な実績に裏付けられた提案力
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。

3,000名規模の技術者集団
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。

幅広い業種のお客様
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。
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株式の状況
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………………………………………………………… 11,827名

株主メモ

事業年度 
定時株主総会
基準日

公告方法 

株主名簿管理人
特別口座管理機関
同事務取扱場所

（同送付先）

4月1日から翌年3月31日まで
6月
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。）
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。
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
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
〒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）

主要な事業所及び関係会社 （平成26年4月1日現在）

〔事業所〕 〔関係会社〕
本社 株式会社FSK
大阪支社 株式会社ディ・アクセス
名古屋支社 エヌ・アイ・コンサルティング株式会社
福岡事業所 株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービス

株式会社NSDリアルエステートサービス
株式会社NSDビジネスイノベーション
日本ＲＸテクノロジー株式会社
NSD International, Inc.
北京仁本新動科技有限公司
Viterion Corporation
成都仁本新動科技有限公司

商号
創業
本社

資本金
従業員
ホームページ

株式会社NSD
昭和44年4月8日
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地
ワテラスタワー
03（3257）1130（代）
7,205百万円
3,587名（連結）
http://www.nsd.co.jp/

会社概要

所有者別株式分布状況

（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。

会社概要／株式状況／株主メモ（平成26年3月31日現在）

ご案内

平成26年１月１日以降に個人の株主様が支払いを受ける、
上場株式等の配当等には、原則として「20.315％※」の源泉
徴収税率が適用されます。
※所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％。
　 なお、株主様によっては本ご案内の内容が当てはまらない場合もございま

す。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。

1 平成26年以降の上場株式等の配当等に係る
源泉徴収税率について

２ 少額投資非課税口座（NISA口座）における配当等の
お受け取りについて

新規に購入された当社株式をNISA口座でご所有される場
合、配当等につき非課税の適用を受けるためには、口座管
理機関（証券会社等）を通じて配当等を受け取る方式である

「株式数比例配分方式」をお選びいただく必要がございます。
ご所有の株式のうち、特別口座に記録された株式をお持ち
の株主様は「株式数比例配分方式」をお選びいただくことが
できませんのでご注意ください。
NISA口座に関する詳細につきましては、お取引の証券会社
等にお問い合わせください。

大株主（上位10名）

大株主 持株数
（千株）

持株比率
（％）

IPC株式会社 2,840 6.83 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE
15PCT TREATY ACCOUNT 2,212 5.32 

野村信託銀行株式会社
（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口） 2,072 4.99 

有限会社KDアソシエイツ 1,500 3.61 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,441 3.47 

NSD従業員持株会 1,372 3.30 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,209 2.91 

RBC IST 15 PCT NON LENDING AC-
COUNT 1,138 2.74 

橋田　麗子 1,120 2.69 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 977 2.35 
（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（6,609千株）を控除して計算しております。

（注）役職ごとの五十音順に記載しております。

取締役・監査役及び執行役員（平成26年6月26日現在）

代表取締役社長 今城　義和
常務取締役 戸村　敦雄
常務取締役 前川　秀志
取締役上席執行役員 近藤　　潔
取締役上席執行役員 新野　章生
取締役上席執行役員 松井　　孝
取締役上席執行役員 矢本　　理
取締役（社外・非常勤） 鴇田　和彦
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） 佐々木　仁
監査役（社外・非常勤）     小野　   功

上席執行役員 山本　　徹
執行役員 穴井　明彦
執行役員 井辻　　豊
執行役員 川内　達夫
執行役員 清田　　聡
執行役員 操﨑　　淳
執行役員 小松　昭隆
執行役員 権藤　恭子
執行役員 佐々木基好
執行役員 品川　　肇
執行役員 鈴木　正彦

●株式数 48,172千株

6,609千株
13.72%

自社
金融機関

10,521千株
21.84%

外国法人 等
13,393千株

27.80%

個人その他
11,728千株

24.35%
金融商品取引業者
573千株 1.19%

その他の法人 5,345千株 11.10%
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株主の皆様へ

第45期 事業のご報告
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

証券コード ： 9759

お客様の企業価値を高め、
お客様から評価され、
選ばれるITパートナーへ。

トップインタビューP1

P3 中期経営計画
最終年度に向けて、NSDは邁進しています。

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）

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 ワテラスタワー
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26年3月末時点の「寄付」のご報告
株主優待の平成26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286,000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26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。いまだ避難生活を続ける人は約27万人と言われて
いることから、被災地の速やかな復興を願い、支援を継続しています。
集められた寄付金は被災地での生業支援、地域と行政をつなぐ連携支援
など、300を超えるプロジェクトへの支援に使われました。

寄付 申込口数　348口　　 金額　174,000円

東日本大震災の被災地への寄付

教室の老朽化や教員の指導力不足により質の高
い教育をうけることができないベトナム辺境地域
に、小学校の教室建設や教師トレーニングなど
を実施し、教育環境を改善するプロジェクト支援
を、プラン・ジャパンを通じて行いました。

寄付 申込口数　189口
金額　94,500円

ベトナム／少数民族地域における教育環境改善プロジェクトへの寄付

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」への寄付

寄付 申込口数　35口
金額　17,500円

株主優待トピックスNSDの株主優待について

漁業復興支援の様子  ©ADRA
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