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平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
ここに、当社第42期（平成22年4月1日から平成23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

垂直型ビジネスモデルの深化を
図るとともに新たなビジネスモデルの
構築を進めます。

Q 東日本大震災の発生による
事業への影響についてお聞かせください。

A 福島県いわき市の子会社が震災および原発の影響を受けまし
た。現在、地域復興のために最大限の努力を行っております。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し
あげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

東日本大震災の発生に伴う被害は、当社単体では人的・物的被害はあり
ませんでしたが、計画停電に伴う取引先企業の一時休業などにより、一部
業績に影響を受けました。また、グループ全体では、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）が地震により

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。

被災し、その後原発の問題により一時的に業務の一部休止を余儀なくされ
るなどの被害を受けました。両子会社は、現在は事業を再開しております
が、その一方で自治体の復旧のための業務支援を行うなど、復興支援に全
力で取り組んでおります。また、当社も少しでも被災地の復興に役立てて
いただければと思い、お見舞い金をお贈りいたしました。

Q 当期の業績および次期の見通しはいかがでしょうか？

A 依然、厳しい状況にありますが、
金融業向け案件は堅調に推移する見込みです。

国内の緩やかな景気回復基調を受け、企業のIT投資需要も上向くとの見

売上高 ▶ 33,334百万円
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4.6％減

売上総利益 ▶ 6,311百万円
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13.1％減

営業利益 ▶ 3,582百万円
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経常利益 ▶ 3,785百万円
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13.4％減
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38.8％減
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方が示されていましたが、当期も投資抑制の傾向が続きました。
当社グループでは、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、積極的な受注活動を行うとともに、プロジェクトのリスク管理の徹底や
品質の向上、諸経費の節減などを進め、収益確保に努めましたが、厳しい
受注動向の中、一部のプロジェクトで採算が低下し、また、震災の影響も加
わり、残念ながら減収減益という結果になりました。しかしながら、そのよ
うな中でも金融業向けは複数のシステム統合案件の受注により堅調に推移
しました。

次期の見通しにつきましては、サービス業、製造業などでは引き続き厳
しい状況が続くと思われますが、前期に引き続き金融業の統合案件が順調
に伸びる計画であり、増収増益を見込んでおります。

Q 中長期的な経営戦略について教えてください。

A 当社の強みである垂直型ビジネスモデルに加え、
サービス利用型ビジネスモデルの早期構築を進めています。

当社は40年以上にわたり、金融業をはじめとする数千社のシステム開
発に携わり、長期にわたり培ってきたお客様ごとの業務ノウハウの蓄積や
システム開発力を活かした垂直型ビジネスモデルで成長してきました。今
後もお客様との信頼関係のもと、従来以上にお客様の課題把握・解決に
努め、受注拡大につなげていきたい考えです。

近年、ITサービスの提供において「作る時代から、使う時代へ」と大きな
転換期を迎え始めていることから、当社グループでもサービス利用型ビジ
ネスモデルの構築を進め、スピードを重視した取り組みを強化しています。
一昨年よりビジネス開発部を立ち上げ、SaaS ※1 型アプリケーションとし

用語解説

※1　SaaS
Software as a Serviceの略。
ソフトウエアを所有せず
に、Webサービスなどを利
用して、必要なときに必要
なだけ利用できるオンデマ
ンド型サービス。

※2　PMP
Project Management 
Professionalの略で、米
国のプロジェクトマネジ
メント協会（PMI）によ
るプロジェクトマネジメ
ントに関する国際資格。
当 社 は、 米 国PMIか ら
PMプロバイダーとして
認定されています。

※3　ROE
ROEとは自己資本当期純
利益率と呼ばれるもの
で、自己資本を使ってど
れだけの利益を上げるこ
とができたか、言い換え
ればどれだけ効率の良い
経営を行うことができた
のかを表す指標です。
ROE=当期純利益÷自己資本

てサービスを提供すべく、ソリューションの検討を進めてきました。すでに、
クラウド版レンタル業向け業務管理システム「i-Rent（アイレント）」など、
いくつかのサービスの提供を開始しています。現在も精力的にお客様の
ニーズを具現化するサービスの開発を進めており、次期（平成24年3月期）
下期より、本格展開していきたい考えです。

Q 最後に株主の皆様へのメッセージをお願いします。

A 人を大切にする企業姿勢を大切に、人と社会に役立つ
ITソリューションの実現を通じ、さらなる成長を目指します。

平成22年10月1日付で、お取引先をはじめ関係各位に幅広く認知されて
きた「NSD」に社名を変更しました。また、これに伴い、当社にとって最大
の財産は「人」であるという考えを表現したコーポレート・デザインを制定
しました。少子高齢化が進む日本にあって、ITの進化は今後の成長に必要
不可欠です。社会要請に応えるソフトウエアの開発力の向上は、人材の能
力開発なくしてあり得ません。現在、当社の多くの社員がプロジェクトで
お客様先に出向いて仕事をしている中、社長である私が各プロジェクト先
を訪問し、システム構築に必要な技術スキルや業務ノウハウの向上ととも
に、「自ら考え、発信する」重要性について直接社員に語ることにより、真の
プロフェッショナルを育成する活動を継続しています。研修制度の充実にも
力を入れ、PMP ※2 取得者は全社員の1割を超えるまでに拡大してきました。

今後もお客様とともに、人と社会に役立つITソリューションの実現を通
じ、さらなる企業成長を目指していきます。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。 

ROE ※3
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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。

東京・名古屋・大阪・九州に開発拠点を設け、
メガバンクから信託銀行、地方銀行、信用金庫、
政府系金融機関に至るまでのシステム開発を手
がけております。銀行窓口やATM機に並ばずに
24時間好きな場所でサービスを受けられるネット
バンキングなどのシステムにも注力しています。

新聞社と放送局・系列局をネットワークで結
び、選挙結果をリアルタイムに収集、集計する
システムです。当システムの使用により、リア
ルタイムな選挙結果の監視ができます。平成
23年春の統一地方選でも当システムが活躍し、
正確かつ迅速な開票速報を提供しました。

九州地区シェアNo.1、建機レンタル業向け業
務管理システム「Rental 7」のクラウド版である

「i-Rent」の提供を開始しました。多くのお客様に
支持されている豊富な機能はそのままに、導入
コストや無料バージョンアップなどクラウド化に
よるメリットを最大限に活かしたサービスです。

▎銀行の基幹業務をサポート

NSDを知る3つのポイント

▎選挙報道番組をサポート ▎「i-Rent」の提供開始

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1 3,000名規模の技術者集団2 幅広い業種のお客様3

事 業 紹 介
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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、企業のコスト削減に伴う
人材派遣に対するニーズの低下や法改正動向の影響で、売
上高は1,684百万円（前年同期比5.2％減）となりました。

不動産賃貸事業につきましては、元社員寮などの自社保
有物件を賃貸しておりますが、稼働率の向上により、売上
高は376百万円（前年同期比7.2％増）となりました。

5.1%

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

9,792百万円
8,701百万円
6,179百万円
1,636百万円
686百万円
524百万円
441百万円
270百万円
152百万円
13百万円

合計 28,399百万円
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34.5%
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5.8%
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1.8% 1.0%1.6%
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■ 金融業
■ サービス業
■ 製造業
■ 商業
■ 運輸業
■ 建設業
■ 通信業
■ 公共団体
■ 電力・ガス
■ その他

9,792百万円
8,701百万円
6,179百万円
1,636百万円
686百万円
524百万円
441百万円
270百万円
152百万円
13百万円

合計 28,399百万円

30.6%

34.5%
21.8%

5.8%
2.4%

1.8% 1.0%1.6%
0.5%
0.0%

金融業は複数のシステム統合
案件の受注により堅調に推移した
ため、また商業は大型案件の新規
受注により構成比が上昇しまし
た。サービス業、製造業につきま
しては、構成比が低下しました。

93.8%

情報サービス事業

89.8%

ソフトウエア
プロダクト事業

4.0%

● 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
エア開発事業とコンピュータ
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
は概ね順調に推移したものの、
製造業やサービス業などのIT
投資の抑制の影響があり、売上
高は29,934百万円（前年同期
比2.2％減）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、取扱い製品
の見直しやIT投資の抑制に伴
う影響により、売上高は1,339
百万円（前年同期比39.5％減）
となりました。

1.1%

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22年3月31日現在 平成23年3月31日現在

資産の部
流動資産 26,357 24,813
固定資産 19,477 20,310

有形固定資産 9,204 9,452
無形固定資産 177 193
投資その他の資産 10,094 10,664

資産合計 45,834 45,123
負債の部
流動負債 3,540 2,666
固定負債 881 1,640
負債合計 4,422 4,307
純資産の部
株主資本 43,716 43,454

資本金 7,205 7,205
資本剰余金 6,892 6,892
利益剰余金 36,758 37,493
自己株式 △7,139 △8,137

その他の包括利益累計額 △2,539 △2,853
その他有価証券評価差額金 8 △354
土地再評価差額金 △2,410 △2,329
為替換算調整勘定 △137 △168

少数株主持分 235 215
純資産合計 41,412 40,816
負債純資産合計 45,834 45,123

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで

当期
平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

売上高 34,933 33,334
売上原価 27,674 27,022
売上総利益 7,259 6,311
販売費及び一般管理費 3,010 2,729
営業利益 4,248 3,582
営業外収益 209 234
営業外費用 86 31
経常利益 4,372 3,785
特別利益 1,797 48
特別損失 331 208
税金等調整前当期純利益 5,838 3,625
法人税、住民税及び事業税 2,430 1,485
法人税等調整額 △20 42
少数株主損益調整前当期純利益 — 2,097
少数株主利益 27 16
当期純利益 3,400 2,080

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで

当期
平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,167 199
投資活動によるキャッシュ・フロー 6,272 △2,627
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,911 △1,288
現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △42
現金及び現金同等物の増減額（減少:△） 6,513 △3,758
現金及び現金同等物の期首残高 12,497 19,011
現金及び現金同等物の期末残高 19,011 15,253

項目

株主資本 その他の包括利益累計額
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

前期末残高 7,205 6,892 36,758 △7,139 43,716 8 △2,410 △137 △2,539 235 41,412
当期変動額

剰余金の配当 △1,264 △1,264 △1,264
当期純利益 2,080 2,080 2,080
自己株式の取得 △998 △998 △998
自己株式の処分 △0 0 0 0
土地再評価差額金の取崩 △81 △81 △81
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △362 81 △31 △313 △20 △333

当期変動額合計 – – 735 △997 △262 △362 81 △31 △313 △20 △596
当期末残高 7,205 6,892 37,493 △8,137 43,454 △354 △2,329 △168 △2,853 215 40,816

連結株主資本等変動計算書（要旨） 平成22年4月1日から平成23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1,331百万円増加、現金及
び預金が2,763百万円減少し
たこと等により1,543百万円減
少。固定資産は、建物及び構築
物と投資有価証券がそれぞれ
496百万円と385百万円増加
したこと等により833百万円増
加。その結果、資産合計は710
百万円の減少となりました。

1

負債合計
流動負債は、未払法人税等と買
掛金がそれぞれ801百万円と
196百万円減少したこと等によ
り873百万円減少。固定負債は、
長期借入金が834百万円増加
したこと等により758百万円増
加。その結果、負債合計は114
百万円の減少となりました。

2

純資産合計
純資産合計については、利益剰
余金が735百万円増加したも
のの、その他有価証券評価差額
金と自己株式の取得によりそれ
ぞれ362百万円と997百万円
減少したこと等により、596百
万円の減少となりました。

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23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  ……………………………………… 51,172,160株
単　元　株　式　数 ………………………………………………… 100株
株　　　主　　　数 ……………………………………………… 9,377名

所有者別株式分布状況（平成23年3月31日現在）

主要な事業所及び関係会社 （平成23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
％

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー505223 5,332 11.81 

大同生命保険株式会社 3,566 7.90 

IPC 株式会社 2,840 6.29 

野村信託銀行株式会社
（退職給付年金信託三菱東京UFJ銀行口） 2,129 4.72 

タイヨーパールファンドエルピー 1,727 3.83 

有限会社KDアソシエイツ 1,601 3.55 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

1,440 3.19 

NSD従業員持株会 1,278 2.83 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（従業員持株ESOP信託口・75382口） 1,158 2.56 

橋田　麗子 1,120 2.48 

（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（6,010千株）を控除して計算しております。

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
取締役執行役員 前川秀志
取締役執行役員 戸村敦雄
取締役執行役員 近藤　潔
取締役執行役員 鷹取賢治
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 太田茂幸
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 石垣秀夫
執行役員 穴井明彦
執行役員 小松昭隆
執行役員 操㟢　淳
執行役員 新野章生
執行役員 川内達夫
執行役員 矢本　理
執行役員 網野和幸
執行役員 宮田浩史
執行役員 松井　孝

〔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 株式会社テプシスソリューションズ
福岡事業所 エヌ・アイ・コンサルティング株式会社
大分事業所 株式会社NSDリアルエステートサービス

株式会社FSK
株式会社ディ・アクセス
NSD AMERICA INC.

取締役・監査役及び執行役員（ 平成23年6月28日現在）

もっと詳しく知りたい方は
ホームページをご覧下さい

（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　51,172千株（注1）

●株主数　9,377名

6,010千株
11.74%

自社
金融機関
14,435千株
28.21%

外国法人 等
12,955千株
25.32%

個人その他
11,705千株
22.88%

個人その他　9,116名　97.22%

金融商品取引業者
262千株 0.51%

その他の法人 5,802千株 11.34%

自社 1名 0.01%
金融機関 36名 0.38%
金融商品取引業者 32名 0.34%

その他の法人 87名 0.93%
外国法人 等 105名 1.12%

当社WEBサイト内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。
是非一度ご覧下さい。

検 索NSD

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 3,734名
 （平成23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
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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。

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）

株主優待の平成23年3月末時点の「寄付」のご報告

なお、平成23年４月より、株主優待の寄付メニューの中に、新たに「東日本大震災の被災地への寄付」を追加
いたしました。

株主優待の平成23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531,500円（詳
細は下記のとおり）となりました。この寄付につきましては、平成23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。

NSDの株主優待について 株主優待トピックス

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

環境保全活動の一環として、二酸化炭素換算1,000トン相当分の排出権信託
受益権を取得いたしました。この排出権信託受益権で、当社の本社、支社お
よび事業所で排出される温室効果ガスの排出量をオフセット（相殺）いたしま
す。地球温暖化防止のため、当社のＣＯ2削減活動にご賛同いただける株主様
にご寄付いただきました。

寄付 申込口数 674口　　 金額 337,000円

環境保全活動への寄付　—CO₂削減活動への参加—

砂漠化の進むセネガル西部に、
果樹植林とソーラーパネルの導
入を実施し、環境保護と住民の
生計向上を図るための寄付を行
いました。

井戸の損壊や水源の汚染により伝
染病が多く発生しているマラウイ
へ、井戸の修繕・新規掘削・手動
ポンプの設置などのために寄付を
行いました。

寄付 申込口数 148口
金額 74,000円

寄付 申込口数 225口
金額 112,500円

セネガル／植林と環境保護 マラウイ／井戸の修繕と掘削

プラン・ジャパンを通じた寄付

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。

寄付 申込口数 16口
金額 8,000円

「ざぶん賞」に寄付
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