
第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 (千円) 34,933,514 33,334,158 34,412,377 36,632,428 40,285,867 

経常利益 (千円) 4,372,168 3,785,402 3,668,057 4,530,938 5,076,713 

当期純利益 (千円) 3,400,808 2,080,959 1,867,083 2,454,179 3,165,683 

包括利益 (千円) － 1,703,497 1,888,405 3,088,000 3,412,613 

純資産額 (千円) 41,412,407 40,816,198 39,862,414 42,231,099 43,030,671 

総資産額 (千円) 45,834,468 45,123,691 45,358,103 47,317,129 48,309,585 

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

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

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
(円) 74.52 46.20 43.48 58.35 76.14 

自己資本比率 (％) 89.8 90.0 87.3 88.6 88.4 

自己資本利益率 (％) 8.3 5.1 4.7 6.0 7.5 

株価収益率 (倍) 15.07 17.96 17.59 18.23 16.97 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 3,167,254 199,572 3,329,792 3,323,217 3,412,885 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 6,272,665 △2,627,135 1,051,428 741,135 1,034,734 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △2,911,631 △1,288,362 △3,012,237 △1,054,512 △2,255,168 

現金及び現金同等物の期末

残高 
(千円) 19,011,395 15,253,019 16,617,980 19,714,600 21,986,890 

従業員数 (名) 3,690 3,734 3,867 3,765 3,587 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第42期から第45期において従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式を連結財務諸表において自己

株式として計上しております。したがって、１株当たり純資産額の算定にあたっては、「普通株式数」から

当該株式数を控除しております。また、１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額の算定にあたっては、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 

売上高 (千円) 30,857,589 29,530,583 30,157,479 32,475,736 35,645,089 

経常利益 (千円) 4,110,220 3,619,565 3,535,675 4,427,914 5,266,117 

当期純利益 (千円) 3,281,339 2,064,007 1,883,897 2,651,961 3,547,389 

資本金 (千円) 7,205,864 7,205,864 7,205,864 7,205,864 7,205,864 

発行済株式総数 (千株) 51,172 51,172 48,172 48,172 48,172 

純資産額 (千円) 40,649,049 40,104,554 39,132,761 41,421,004 43,182,161 

総資産額 (千円) 44,423,937 43,890,663 43,985,826 45,862,258 47,057,590 

１株当たり純資産額 (円) 900.06 911.39 936.06 980.88 1,039.00 

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

（内、１株当たり中間配当
額) 

  （－） （－） （－） （－） （－） 

１株当たり当期純利益金額 (円) 71.93 45.83 43.88 63.07 85.38 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
(円) 71.91 45.82 43.87 63.05 85.32 

自己資本比率 (％) 91.5 91.4 89.0 90.3 91.7 

自己資本利益率 (％) 8.1 5.1 4.8 6.6 8.4 

株価収益率 (倍) 15.61 18.11 17.43 16.87 15.14 

配当性向 (％) 38.9 61.1 57.0 42.8 37.5 

従業員数 (名) 2,810 2,873 3,016 2,991 2,957 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、第42期から第45期において従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式を財務諸表において自己株式

として計上しております。したがって、１株当たり純資産額の算定にあたっては、「普通株式数」から当該

株式数を控除しております。また、１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額の算定にあたっては、「普通株式の期中平均株式数」から当該株式数を控除しております。
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２【沿革】

年月 概要

昭和44年４月 大阪市東区（現・中央区）に、資本金30,000千円にて設立。ソフトウエア開発、コンピュータ室運

営管理及びデータエントリー業務を開始。

昭和45年４月 東京都港区に東京営業所を設置。

昭和46年９月 東京営業所を東京都渋谷区に移転。

昭和48年５月 ソフトウエア開発及びデータエントリー部門の強化を目的として、湘南情報サービス㈱を設立。

（NSDソフトウェア㈱に商号変更）

昭和49年５月 東京営業所を東京支社に昇格。

昭和55年８月 東京支社を東京都新宿区に移転。

昭和56年５月 大阪・東京２本社制を採用。

昭和61年７月 日本テクニカルサービス㈱を設立しマンパワーサービスに進出。

昭和62年５月 マンパワーサービス会社である㈱タイムスを買収。

昭和63年11月 大阪証券取引所（現・株式会社大阪証券取引所）市場第二部に上場。

平成元年６月 日本テクニカルサービス㈱と㈱タイムスを合併。

平成２年２月 大阪市西区に本社事務所を設置。

平成３年２月 通商産業省からシステムインテグレータの認定を受ける。

平成10年９月 大阪証券取引所（現・株式会社大阪証券取引所）市場第一部銘柄に指定。

平成10年11月 本店を大阪市西区に移転。

平成11年11月 東京証券取引所（現・株式会社東京証券取引所）市場第一部に上場。

平成13年４月 米国カリフォルニア州にNSD AMERICA INC.を設立。

平成13年５月 コンピュータ室運営管理部門を分離独立し、エヌ・エス・ディシステムサービス㈱を設立。

日本産業システム㈱（NSD西日本㈱に商号変更）を買収。

エヌ・アイ・コンサルティング㈱を設立。（現・連結子会社）

㈱福島総合計算センターに資本参加。（現・㈱FSK 現・連結子会社）

平成13年12月 日本インターワールド㈱を買収。

平成14年５月 エヌ・エス・ディ九州㈱を設立。

平成14年６月 ㈱エヌ・エス・ディシステム研究所を設立。

平成14年10月 （財）日本情報処理開発協会からプライバシーマークの使用許諾を取得。

平成15年１月 米国カリフォルニア州にNSD SECURITY, INC.を設立。

平成16年３月 大阪市中央区に本店移転。

平成17年１月 日本テクニカルサービス㈱（存続会社）とエヌ・エス・ディシステムサービス㈱（消滅会社）を合

併し、NSDビジネスサービス㈱に商号変更。（現・連結子会社）

平成17年４月 NSDソフトウェア㈱、NSD西日本㈱及びエヌ・エス・ディ九州㈱の３社を吸収合併。

平成17年12月 日鐵物流㈱より日鐵物流コンピュータシステム㈱（㈱NSD名古屋システムズに商号変更）、㈱日鐵

物流コンピュータシステム姫路（㈱NSD姫路システムズに商号変更）及び㈱日鐵物流コンピュータ

システム大分（㈱NSD大分システムズに商号変更）の全株式を取得し、子会社化。

平成18年１月 NSD AMERICA INC.はNSD SECURITY, INC.を吸収合併。

平成18年４月 ㈱NSD名古屋システムズ、㈱NSD姫路システムズ及び㈱NSD大分システムズの３社を吸収合併。

平成18年12月 本社を東京本社に一元化。

平成19年８月 本店を東京都新宿区に移転。

  株主優待サービス事業等を目的として㈱エヌ・エス・ディシステム研究所を㈱シェアホルダーズ・

リレーションサービスに社名変更。（現・連結子会社）

平成19年12月 大阪証券取引所への上場を廃止し、東京証券取引所のみ上場。

平成20年３月 不動産賃貸・管理等を目的とする㈱NSDリアルエステートサービスを設立。（現・連結子会社）

平成20年４月 日本インターワールド㈱を吸収合併。

平成21年10月 ㈱テプコシステムズと共同で㈱テプシスソリューションズを設立。

平成21年11月 大阪支社を大阪市北区に移転。

平成22年10月 ㈱日本システムディベロップメントから㈱NSDに商号変更。

平成24年１月 ㈱テプコシステムズから外販事業を継承。

平成24年３月 ㈱NSDテプソル（旧㈱テプシスソリューションズ）を清算。

平成24年５月 米国ニューヨーク州にNSD International,Inc.を設立。（現・連結子会社）

平成24年10月 中国北京市に北京仁本新動科技有限公司を設立。（現・連結子会社）

平成25年３月 NSD International,Inc.がViterion Corporation株式を取得し、連結子会社化。(現・連結子会社)

  NSD AMERICA INC.を清算。

平成25年４月 ㈱NSDビジネスイノベーションを設立。(現・連結子会社)

  NSD International,Inc.の子会社Viterion Corporationがバイエルグループよりテレヘルス（遠隔

医療）事業を譲受。

平成25年７月 北京仁本新動科技有限公司が日本RXテクノロジー㈱を設立。(現・連結子会社)

平成25年９月 本店を東京都千代田区に移転。

平成26年２月 北京仁本新動科技有限公司が合弁で成都仁本新動科技有限公司を設立。(現・連結子会社)
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３【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社（株式会社NSD）、子会社12社及び関連会社１社により構成さ

れており、システムソリューションサービス、人材派遣及び不動産賃貸を主たる事業としております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメ

ントの区分と同一であります。

(１)システムソリューションサービス事業

当事業は、ソフトウエア開発、コンピュータ室運営管理及び情報処理サービスならびにソフトウエア開発と絡

めたトータルシステムとしてのパッケージソフト及びシステム機器の販売を行っており、事業の主力分野であり

ます。特にこの中でもソフトウエア開発の占める割合が高く、当事業の中心として位置付けております。

主な関係会社：㈱FSK、㈱ディ・アクセス、エヌ・アイ・コンサルティング㈱、

㈱シェアホルダーズ・リレーションサービス、㈱NSDビジネスイノベーション、

日本RXテクノロジー㈱、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

(２)人材派遣事業

当事業は子会社が担当しており、一般事業会社に広く人材を派遣しております。

主な関係会社：NSDビジネスサービス㈱

 

(３)不動産賃貸事業

当事業は子会社が担当しております。

主な関係会社：㈱NSDリアルエステートサービス

 

〔事業系統図〕

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

（注）関連会社㈱福島県中央計算センターは持分法を適用していないため、系統図には含めておりません。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

（連結子会社）          

NSDビジネスサービス株式会

社 
東京都千代田区 85,700 人材派遣 100.0 

人材の受入 

役員の兼任２名 

株式会社FSK 福島県いわき市 16,000 
ソフトウエア開発、デー

タエントリー及びソフト

ウエアプロダクト 
82.2 

ソフトウエア開発の外注 

役員の兼任１名 

株式会社ディ・アクセス 福島県いわき市 10,000 データエントリー 
82.2 

(82.2) 

データエントリーの外注 

役員の兼任１名 

エヌ・アイ・コンサルティ

ング株式会社 
東京都千代田区 20,000 システム監査 95.0 

システム監査の外注 

役員の兼任１名 

株式会社シェアホルダー

ズ・リレーションサービス 
東京都千代田区 490,000 株主優待システムの運営 100.0 

ソフトウエア開発の外注 

役員の兼任１名 

株式会社NSDリアルエステー

トサービス 
東京都千代田区 50,000 不動産賃貸 100.0 

不動産賃貸・管理 

役員の兼任１名 

株式会社NSDビジネスイノベ

ーション 
東京都千代田区 200,000 

システムコンサルティン

グ、ソリューションサー

ビス及びクラウドサービ

ス 

100.0 

当社開発の製品、サービ

ス等の販売 

役員の兼任１名 

日本RXテクノロジー株式会

社 
東京都千代田区 80,000 

システム開発、システム

コンサルティング及びコ

ンピュータソフトウエア

開発 

100.0 

(100.0) 

 

ソフトウエア開発の外注 

役員の兼任１名 

 

NSD International,Inc. 
(注)２ 

米国 
ニューヨーク州 

1,178,783 
（12,500 
千米ドル) 

システムインテグレーシ

ョン事業、クラウドサー

ビス事業及びプロダクト

ソリューション事業 

100.0 役員の兼任１名 

北京仁本新動科技有限公司 
中国 

北京市 

375,539 

（27,000 

千人民元) 

システムコンサルティン

グ、システム設計支援、

ハードウエア・ソフトウ

エアの販売、ソフトウエ

ア受託開発、システム運

用サービス及びオフショ

アプログラム製造 

100.0 
ソフトウエア開発の外注 

役員の兼任１名 

Viterion Corporation 

(注)２ 
米国 

ニューヨーク州 

977,645 

（10,000 

千米ドル) 

テレヘルス事業 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任１名 

成都仁本新動科技有限公司 
中国 

成都市 

33,380 

（2,000 

千人民元） 

ソリューションプロバイ

ディング、ソフトウエア

開発・受託開発、システ

ムインテグレーション、

自社パッケージの販売 

70.0 

(70.0) 
役員の兼任１名 

（注）１．「議決権の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

２．特定子会社に該当しております。

３．上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書は提出しておりません。

４．当社は、平成26年４月１日付でNSDビジネスサービス株式会社を吸収合併しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成26年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（名）

システムソリューションサービス事業 3,052

  内
訳

情報サービス 3,010

  ソフトウエアプロダクト 42

人材派遣事業 363

不動産賃貸事業 2

全社（共通） 170

合計 3,587

（注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であります。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2）提出会社の状況

平成26年３月31日現在
 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

2,957 36.7 12.0 6,021

 

セグメントの名称 従業員数（名）

システムソリューションサービス事業 2,820

  内
訳

情報サービス 2,806

  ソフトウエアプロダクト 14

全社（共通） 137

合計 2,957

（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3）労働組合の状況

全ての連結会社について、労働組合は結成されておりません。また、労使関係について特に記載すべき事項はあ

りません。
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