
第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度における我が国経済は、欧米の財政問題や新興国経済の成長鈍化などの懸念要因はあったもの

の、政府・日銀による経済対策や金融政策などの効果、円高修正や株高の進展などにより、企業業績の改善と景

気回復の動きが顕著となりました。 

情報サービス産業におきましては、景気回復に伴い企業のIT投資が増加するなど、環境は引き続き順調に推移

いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは３ヶ年の中期経営計画２年目の計画達成に向けて、積極的に事業活動

を推進してまいりました。 

まず、NSD単独では、積極的な受注活動の効果などもあり、金融・サービス・運輸・製造・通信などほとんどの

業種が前年同期比増収となり、順調に推移いたしました。また、品質向上やプロジェクト管理の強化に継続して

取り組んだ結果、不採算案件は発生しておりません。 

一方、米国や中国の新設現地法人、M&Aで取得した米国遠隔医療事業会社、国内で新設した販売専門会社などの

子会社につきましては、実質１年目ということで初期投資や研究開発費の負担が当初見込みよりも増加いたしま

した。 

 

以上より、売上高につきましては、主力の情報サービス事業が順調に推移した結果、前年同期比増収となりま

した。 

一方、利益につきましては、国内外の新設関係会社やM&Aで取得した米国関係会社などの業績が計画よりも下回

ったものの、増収による利益の増加および稼働率・採算性の向上などにより、営業利益、経常利益につきまして

は、前年同期比増益となり、当期純利益につきましては、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。 

 

当連結会計年度の当社グループの連結業績は、以下のとおりとなりました。 

売上高 40,285百万円（前年同期比10.0％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）

 

この結果、中期経営計画の目標指標であります営業利益率、及びROEにつきましては、それぞれ12.0％、7.5％

となりました。

 

事業のセグメント別の概況は、以下のとおりです。

＜システムソリューションサービス事業＞

・情報サービス事業（ソフトウエア開発事業とコンピュータ室運営管理事業）につきましては、企業のIT投資が

堅調に推移したことにより、売上高は37,188百万円（前年同期比10.9％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、売上高は1,464百万円（前年同期比14.4％増）となりました。

＜人材派遣事業＞

・人材派遣事業につきましては、売上高は1,253百万円（前年同期比9.6％減）となりました。

＜不動産賃貸事業＞

・不動産賃貸事業につきましては、売上高は379百万円（前年同期比10.2％減）となりました。
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(2)キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、21,986百万円となり、前

連結会計年度末と比較して2,272百万円の増加となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3,412百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益4,665百万円、仕入債務の増加額317百万円、減価償却費274百万円、その

他投資等の減少額271百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額1,439百万円、その他の流動負債の減少

額315百万円、売上債権の増加額205百万円などによる資金の減少によるものであります。

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、1,034百万円となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入4,880百万円、有形固定資産の売却による収入1,384百万円、投資有価

証券の売却による収入1,064百万円、投資有価証券の償還による収入1,000百万円などによる資金の増加と、定期

預金の預入による支出4,580百万円、有形固定資産の取得による支出1,150百万円、投資有価証券の取得による支

出1,036百万円などによる資金の減少によるものであります。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、2,255百万円となりました。

これは主に、配当金の支払額1,147百万円、自己株式の取得による支出1,000百万円、長期借入金（従業員持株

ESOP信託分）の返済による支出332百万円などによる資金の減少と、従業員持株ESOP信託口が所有する自己株式の

売却による収入236百万円などによる資金の増加によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

前年同期比

システムソリューションサービス事業 34,610,109千円 13.4％

合計 34,610,109千円 13.4％

（注）１．金額はシステムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものであります。

２．金額は販売価格で表示しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(千円)
 

受注残高(千円)
 

前年同期比(％) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス事業 35,015,331 13.5 7,085,937 6.1

合計 35,015,331 13.5 7,085,937 6.1

（注）１．金額はシステムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

前年同期比

システムソリューションサービス事業 38,652,387千円 11.0％

  内

訳

情報サービス 37,188,125千円 10.9％

  ソフトウエアプロダクト 1,464,262千円 14.4％

人材派遣事業 1,253,938千円 △9.6％

不動産賃貸事業 379,542千円 △10.2％

合計 40,285,867千円 10.0％

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が

10％未満のため記載を省略しております。

 

３【対処すべき課題】

(1）より一層の品質向上と生産性向上

お客様のシステムに対する信頼性・専門性の要求が高まる中、お客様にご満足いただける品質のシステムを提供

していくための取り組みを行っております。

具体的には、品質管理部による「プロジェクト管理」をより一層徹底するとともに、当社標準プロセスの継続的

な整備、改良を含めた「プロセス改善活動の徹底」などにより、組織的な品質向上・生産性向上に取り組んでおり

ます。

(2）事業構造の転換

当社が開発した商品やサービス等の販売強化や米国現地法人の子会社Viterion Corporationの遠隔医療事業の

拡大などにより非受託開発事業を強化し、事業構造の転換に取り組んでまいります。

(3）人材育成

人材が当社の最大の財産であり、プロジェクトマネジメント力の向上をはじめとし、システムエンジニアの技術

スキル・ビジネススキルの向上など、研修の充実を図り優秀な人材の育成を積極的に推進しております。また、グ

ローバル展開を担う海外人材の育成にも取り組んでまいります。

 

- 9 -



(4）リスクマネジメントの強化

地震などの自然災害に伴うリスク、情報セキュリティや知的財産権に関するリスク、システム開発に伴うリス

ク、グローバル展開に伴うリスクなど、事業に関するさまざまなリスクの中から、リスク・マネジメント委員会

は、当社全体で優先的に対処すべき重要なリスクを選定し重点的にリスク管理を行っております。また、コンプラ

イアンスリスク、情報セキュリティリスクなどの重要なリスクにつきましては、リスク・マネジメント委員会の下

に設けた各委員会による機動的な活動によりコンプライアンス、情報セキュリティの強化を図っております。

 

４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

また、下記のリスク項目は影響の程度が高いと判断した項目であり、当社グループに係る全てのリスクを列挙し

たものではありません。

 

(1）システムソリューションサービス事業におけるリスク

システムソリューションサービス事業におけるリスクにつきましては、経済情勢の変化や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構造変化などによるIT投資動向の変化、海外企業を含む業界他社との競合状

況、お客様の信用状況、大型案件成約の成否、個別プロジェクトの進捗状況や採算性、協力会社とのアライアン

ス状況などにより、当社グループの業績が変動する可能性があります。

そのリスクに対しましては、プロジェクト管理を含むリスクマネジメントを徹底しております。

(2）情報セキュリティ及び知的財産権に関するリスク

お客様よりお預かりした個人情報や機密情報など、情報資産の流失や、外部からのウィルスなどの侵入、知的

財産権の侵害などの発生により、社会的信用の失墜や訴訟提起、損害賠償などの事態を招く可能性があります。

そのリスクに対しましては、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会などの各委員会による指導や

教育の実施ならびに全社的な取り組みの推進、外部への情報流出や外部からの不正侵入を防ぐセキュリティ対策

などを徹底しております。

(3）グローバル展開に伴うリスク

当社グループは、事業戦略の一環としてグローバル展開を積極的に推進しておりますが、今後の業務の拡大に

伴い、現地の経済・政治動向、為替、法的規制、商習慣の相違などのリスクが増加する可能性があります。

それらのリスクに対しましては、海外事業企画部による情報収集や業務の統括及び調整などにより対応してま

いります。

(4）自然災害・伝染病等のリスク

地震などの自然災害や新型インフルエンザなどの伝染病の発生により、当社グループの主要な事業所などが壊

滅的な損害を被った場合や従業員の多くが被害を受けた場合は、その修復又は対応のために巨額な費用を要する

など当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

そのリスクに対しましては、それらが発生した場合や発生するおそれが生じた場合に備え、「事業継続計画

書」ならびに「事業継続計画 実施要領」を策定するなど事業継続のための対応活動に取り組んでおります。

 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、最先端の技術を常に探求するとともに、新しいビジネスを展開するための新

製品を開発することを主目的として推進してまいりました。 

前年度に実施いたしました企画案件が堅調に推移し、当連結会計年度における当社グループ全体の研究開発費

は、224百万円であります。

 

・システムソリューションサービス事業

販売目的製品の研究開発

販売目的として以下の研究開発を行いました。

(1)～(3)については市場投入を行っております。

(4)については特定地域における実証実験を実施しております。

(1)スマートフォン事業 近接センサーを用いたメッセージ配信サービスの開発

(2)スマートフォン事業 画像・文字認識による付加価値配信サービスの開発

(3)セキュアな大容量データ／ファイル転送システム 追加機能の開発

(4)中国富裕層向け 健康管理サービスの開発

(5)小中一貫教育時代を見据えた、総合教育ポートフォリオシステムの開発

(6)高齢者医療の課題解決に貢献する、地域医療連携サービスの開発

(7)医療サービス事業 遺伝子検査を用いた体質チェックサービスの開発

など、成長分野への技術開発を行いました。

 

当事業に係る研究開発費は、224百万円であります。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）重要な会計方針及び見積もり

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。なお、当期の連結財務諸表の作成にあたり適用した会計基準等につきましては、第５「経理の状

況」１．「連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び 第５「経理の状況」 

２．「財務諸表等 重要な会計方針」に記載しております。

 

(2）財政状態の分析

①資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比992百万円増加し、48,309百万円となりました。内、流動資

産は3,748百万円増加の33,924百万円、固定資産は2,755百万円減少の14,385百万円となりました。

流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が2,472百万円、受取手形及び売掛金が274百万円、有価証券が999百

万円増加したことなどによるものであります。

固定資産減少の主な要因は、のれんが506百万円増加したものの、有形固定資産が619百万円、投資有価証券が

749百万円、その他の投資資産が2,244百万円減少したことなどによるものであります。

 

②負債の状況

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末比192百万円増加し、5,278百万円となりました。内、流動負債

は528百万円減少の3,926百万円、固定負債は721百万円増加の1,352百万円となりました。

流動負債減少の主な要因は、買掛金が317百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金（従業員持株

ESOP信託分）が162百万円、未払法人税等が124百万円、その他流動負債が485百万円減少したことなどによるもの

であります。

固定負債増加の主な要因は、長期借入金（従業員持株ESOP信託分）が170百万円、退職給付引当金が403百万円

減少したものの、退職給付に係る負債が1,295百万円増加したことなどによるものであります。

 

③純資産の状況

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末比799百万円増加し、43,030百万円となりました。

純資産増加の主な要因は、配当金支払いにより1,147百万円、自己株式取得などにより762百万円、退職給付に

係る調整累計額により696百万円減少したものの、当期純利益により3,165百万円、その他有価証券評価差額金が

上場株式の時価回復などにより122百万円、為替換算調整勘定により94百万円増加したことなどによるものであり

ます。

この結果、自己資本比率は88.4％（前連結会計年度末88.6％）となりました。
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(3）経営成績の分析 

①売上高

当連結会計年度の売上高は、積極的な受注活動の効果などもあり、主力の情報サービス事業が順調に推移し、

金融・サービス・運輸・製造・通信などほとんどの業種において前年同期比増収となった結果、40,285百万円

（前年同期比10.0％増）となりました。

セグメントの業績では、システムソリューションサービス事業のうち、情報サービス事業につきましては、企

業のIT投資が堅調に推移した結果、売上高は37,188百万円（前年同期比10.9％増）となりました。また、ソフト

ウエアプロダクト事業につきましては、売上高は1,464百万円（前年同期比14.4％増）となりました。

以上の結果、システムソリューションサービス事業の売上高は、38,652百万円（前年同期比11.0％増）となり

ました。

人材派遣事業につきましては、売上高は1,253百万円（前年同期比9.6％減）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、売上高は379百万円（前年同期比10.2％減）となりました。

 

②営業利益

当連結会計年度の営業利益は、4,848百万円（前年同期比8.1％増）となりました。

国内外の新設関係会社やM&Aで取得した米国関係会社などの業績が計画よりも下回ったものの、増収による利

益の増加および稼働率・採算性の向上などにより前年同期比増益となりました。

 

③営業外損益

営業外収益は、前連結会計年度に比べ保険配当金などの増加により67百万円増の257百万円となりました。

営業外費用は、前連結会計年度に比べ支払補償費、従業員給付信託損失引当金繰入額などの減少により112百万

円減の29百万円となりました。

 

④経常利益

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、5,076百万円（前年同期比12.0％増）となりました。

 

⑤特別損益

特別利益は、前連結会計年度に比べ投資有価証券売却益が減少したものの、固定資産売却益などの増加により

10百万円増の144百万円となりました。

特別損失は、前連結会計年度に比べ固定資産売却損、本社移転費用が増加したものの、投資有価証券売却損、

関係会社整理損、早期割増退職金等の減少により、175百万円減の555百万円となりました。

 

⑥税金等調整前当期純利益及び当期純利益

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は4,665百万円（前年同期比18.6％増）となりました。

また、当期純利益は不動産売却による税効果（土地再評価差額金の取崩）などの影響により3,165百万円（前年同

期比29.0％増）となりました。

 

(4）キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、第２「事業の状況」１.「業績等の概要」(2)「キャッシュ・フロ

ー」に記載しております。
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