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事業構造改革の推進を通じて企業価値の向上を図り、   社会の健全な発展に積極的に貢献してまいります。 

売上高 51,585百万円
前年度比
20.0%増

営業利益 6,378百万円
前年度比
24.0%増

経常利益 6,456百万円
前年度比
21.2%増

親会社株主に帰属する
当期純利益 3,110百万円

前年度比
4.6%増

●第47期（平成28年3月期）連結業績サマリー

　第47期は、中国経済の減速を契機に、新興国や
資源国等の景気下振れ懸念等による影響もありまし
たが、年度を通して見れば、企業の業績は総じて順
調であったため、情報サービス産業の受注環境は良
好に推移いたしました。このような状況の下、当社
グループにおいては、受注活動や品質向上、プロジ
ェクト管理のさらなる強化に取り組んだ結果、売上
高、営業利益、経常利益ともに当初の業績予想値
を大きく上回る結果での着地となりました。特に、
主力のシステム開発事業の受注が、金融・製造・
サービス等、ほとんどの業種で順調に進んだ結果、
売上高は前年度比20％の増収、営業利益・経常利
益も同20％を超える増益となりました。当期純利益
につきましては、米国孫会社の遠隔医療事業におけ
る事業計画の見直しに伴う、のれん・ソフトウエア資
産等の減損や、期末時の株価下落を受けた投資有
価証券の減損等による一過性の特別損失を計上した
ものの、同4.6％の増益を確保しました。

　第47期よりスタートした中期経営計画『Change 
For Innovation 2018』 では、「受託開発をより一
層強化し、NSDのブランド力を高める」、「サービス
利用型ソリューションを中心とした非受託開発分野の
重点強化」、「徹底したマーケティングと戦略的資源
投入によるグローバル事業の拡大」、「M&Aの能動
的推進」を重点施策に掲げ、日々変化のスピードを
増すIT業界の将来を見据えた事業構造改革を進めて
おります。
　第47期における進捗状況としては、受託開発事
業を大きく伸展させることができ、お客様との信頼
関係の強化・NSDブランドのさらなる向上につなが
ったと実感しています。ビジネス営業本部の新設に
よる営業力の強化もこの成果の要因の一つと言える
と思います。非受託開発事業においても、教育IT分
野・医療IT分野でこれまで企画・開発段階であった
ものが自社製品として販売していく段階にシフトして
おり、ビジネスにつながり始めています。
　グローバル事業につきましては、米国でのシステ
ムインテグレーションサービス事業は規模を拡大し、
独立採算の業務運営が実施されており、中国のオフ
ショア開発事業も親会社であるNSDの旺盛な受注環
境を背景に順調に進んでおります。また、米国での

遠隔医療事業、中国での健康管理サービス事業でこれまで蓄積したノウハウ
を武器に東南アジアへの進出を見据え、今年の1月にタイと日本の医療法人
及び当社の三社間で「タイ日メディカルパートナーシップ」を締結しました。
これを機にタイでの医療分野における新たなビジネスモデルの構築を推進し
てまいります。

　第48期の景気の先行きについては、不透明感が拭えないものの、新技術
の戦略分野への応用や規制対応においてIT投資が見込まれること等から、情
報サービス産業における受注環境は順調に推移していくと考えております。
　当社グループの業績につきましては、主力のシステム開発事業が引き続き
堅調に推移し、また海外事業の業績も改善していくと見込まれることから、
売上高及びすべての利益で前年度の実績を上回ると予想しております。ただ
し、日銀のマイナス金利政策に伴う長期金利の低下による退職給付費用の増
加や、外形標準課税の拡大に伴う税率変更により売上原価や販売管理費が増
加するため、営業利益、経常利益は微増となる予定です。一方、当期純利

益につきましては、第47期の特別損失は一過性のものであり、第48期には見
込んでおりませんので、増益率は大きくなると考えています。
　中期経営計画の計数目標につきましては、最終年度の売上高、営業利益、
経常利益目標を初年度で達成したことから、２年目以降の計数目標を上方修正
いたしました。第48期は、売上高530億円、営業利益64億円、経常利益65
億円、親会社株主に帰属する当期純利益40億円を計画しております。

　第47期は、当初、1株当たり35円の期末配当を予定しておりましたが、売
上高及び営業利益が大幅な増収・増益となった実績を株主の皆様に還元した
いとの趣旨から、１株当たり2円増配の37円とさせていただきました。これに
より、配当性向は52.1%となりました。第48期につきましては、配当性向
40%以上という方針を踏まえ、１株当たり40円の期末配当とさせていただく
予定です。
　また、資本効率の向上と株主の皆様へのより一層の利益還元を図ることを
目的に自己株式の取得も継続的に実施してまいります。第47期は、4月から6
月にかけて約14億円、3月に約5億円、総額約19億円の自己株式を取得いた
しました。第48期も4月から5月にかけて、約10億円の自己株式を取得いたし
ました。
　創業50周年に向け、現状の順調な受注環境に満足することなく、さらなる
シェアアップを図り引き続き中期経営計画の目標である複数の収益の柱を構
築すべく、事業構造改革を推進し企業価値の向上を図ってまいります。株主
の皆様におかれましては、引き続きご支援ご指導賜りますようお願い申しあ
げます。

トップインタビュー

株主の皆様へのメッセージをお願いいたします。Q

中期経営計画の進捗状況は
いかがでしょうか。Q

第48期（平成29年3月期）の業績見通しを
お聞かせください。Q

第47期（平成28年3月期）の業績の総括と
ご評価をお聞かせください。 Q

●中期経営計画連結計数目標  （億円）
第47期 第48期 第49期

計画初年度（H28/3） 計画2年目（H29/3） 計画最終年度（H30/3）
当初計画 実績 当初計画 修正計画 当初計画 修正計画

売上高 465 515 480 530 500 540

営業利益 56 63 58 64 61 65

経常利益 57 64 59 65 62 66

親会社株主に帰属する
当期純利益 35 31 38 40 41 41

（注）『企業結合に関する会計基準』等の適用により、当連結会計年度より「当期
純利益」の科目表示を「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更しており
ます。
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代表取締役社長
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中期経営計画『Change For Innovation 2018』進捗状況
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。

中期経営計画の詳細は当社ホームページに掲載しております。
http://www.nsd.co.jp/news_pdf/MidtermManagementPlan_20160427_JP.pdf

＊平成29年3月期の1株当たり配当金（計画）は、平成28年4月27日に開示した予想値です。
＊平成30年3月期の1株当たり配当金（計画）は、修正した中期経営計画最終年度の計数目標より試算しております。
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経営の基本方針

経営理念
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。

▶︎自己株式取得

▶︎1株当たり配当金と配当性向

重点施策

●連結配当性向40％以上の配当を継続
●業績や株価動向などを総合的に判断し、 積極的な利益還元を実施

株主の皆様への利益還元策

TOPICS 重点施策：非受託開発分野の重点強化

受託開発をより一層強化し、NSDのブランド力を高める1  
サービス利用型ソリューションを中心とした
非受託開発分野の重点強化

2

徹底したマーケティングと戦略的資源投入による
グローバル事業の拡大

3  

M&Aの能動的推進 ※計数目標には含まず4  

　行政主導による教育現場のIT化が推進され、今後の市場拡大が見込
まれる教育IT分野において、当社は国内有数の私立校と共同で小中高
校向けのクラウドサービス「まなBOX」を開発し、第47期より販売を開
始いたしました。
　「まなBOX」は、ITを活用して学校と家庭の連携をサポートする新しい
学習支援システムです。児童生徒の学習内容・学習成果物を情報として
一元管理し、児童生徒・教員・保護者はインターネットを通じて情報を共
有することができます。「まなBOX」を使用することで、児童生徒は過去
の学習内容や自身の学習に対する評価をいつでも閲覧することができ、
教員は授業内容を他の教員と共有することで授業の質を高めることが可能
です。また、児童生徒の学習内容を学校と保護者が共有することで、共
通理解が得られ、学校教育における説明責任を果たす役割も担います。
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、

「まなBOX」がサポートしていきます。

まなBOXが児童生徒の
学びを一元管理

インターネットを通じて
関係者間で情報共有

教 員学 校

保護者児童
生徒

【教育IT分野　製品紹介】
小中高校向けクラウドサービス「まなBOX」

▶︎連結売上高 ▶︎連結営業利益と連結営業利益率

非受託
開発比率 % 以上25 ROE % 以上8
売上高 億円540 営業利益率 % 以上12

計画初年度は 目標を大きく上回り、計画の上方修正 を行いました。



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

（注1）『企業結合に関する会計基準』等の適用により、当連結会計年度より「当期純利益」の科目表示を「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更しております。
（注2）売上高当期純利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を使用して算出しております。
（注3）第46期の1株当たり期末配当金の（）内は、創立45周年記念配当金です。また、同配当性向は記念配当を除いて算出しております。

財務ハイライト

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

第46期
平成27年3月期

第47期
平成28年3月期

売上高 34,412 36,632 40,285 42,990 51,585 

営業利益 3,386 4,483 4,848 5,144 6,378

　売上高営業利益率 （％） 9.8 12.2 12.0 12.0 12.4 

経常利益 3,668 4,530 5,076 5,326 6,456

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

親会社株主に帰属する当期純利益 1,867 2,454 3,165 2,973 3,110

　売上高当期純利益率 （％） 5.4 6.7 7.9 6.9 6.0 

1株当たり当期純利益 （円） 43.49 58.37 76.19 72.04 70.98 

総資産 45,358 47,317 48,309 49,797 48,193

純資産 39,862 42,231 43,030 42,707 41,561

1株当たり純資産 （円） 947.46 993.32 1,027.95 946.34 942.33

自己資本比率 （％） 87.3 88.6 88.4 84.8 85.1

1株当たり期末配当金 （円） 25 27 32 33（45） 37 

配当性向 （％） 57.5 46.3 42.0 45.8 52.1

ROE （％） 4.7 6.0 7.5 6.9 7.5

（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。

0.7%

14.9%

3.2%

81.2%
H28/3
合計

51,585
（百万円）

①システムソリューション
サービス事業 51,219
■システム開発事業 41,858
■システムサービス事業 7,703
■システムプロダクト事業 1,657

②■不動産賃貸事業 366

（百万円）

 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
 売上高当期純利益率（%）

当期純利益／売上高当期純利益率
親会社株主に帰属する

セグメント別売上高構成売上高
（百万円）

営業利益／売上高営業利益率
 ■ 営業利益（百万円）
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株式の状況 （平成28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���������������������� 21,658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、今年度の中間配当は予定いたし
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28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
株式会社NMシステムズ
NSD International, Inc.
Viterion Corporation
NSD Technologies LLC
北京仁本新動科技有限公司
日本ＲＸテクノロジー株式会社
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
3,522名（連結）
http://www.nsd.co.jp/

会社概要 （平成28年3月31日現在）

●株式数 48,172千株

4,663千株
9.68%

自社
金融機関

11,292千株
23.44%

外国法人等
10,398千株

21.59%

個人その他
15,664千株

32.52%
金融商品取引業者
356千株 0.74%

その他の法人 5,796千株 12.03%

所有者別株式分布状況 （平成28年3月31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。

会社概要／株式状況／株主メモ

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 （平成28年3月31日現在）

大株主 持株数
（千株）

持株比率
（％）

IPC株式会社 3,124 7.18 

野村信託銀行株式会社
（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口） 2,169 4.99 

BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND 1,918 4.41 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,663 3.82 

有限会社KDアソシエイツ 1,650 3.79 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,437 3.30 

NSD従業員持株会 1,336 3.07 

RBC IST 15 PCT NON LENDING
ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT 1,252 2.88 

橋田　麗子 1,232 2.83 

第一生命保険株式会社 1,035 2.38 
（注1）千株未満は切り捨てて表示しております。
（注2）持株比率は自己株式（4,663千株）を控除して算出し、
　　　小数点以下3桁目を四捨五入して表示しております。

代表取締役社長 今城　義和
専務取締役 前川　秀志
常務取締役 新野　章生
常務取締役 矢本　　理
取締役上席執行役員 川内　達夫
取締役上席執行役員 清田　　聡
取締役上席執行役員 戸村　敦雄
取締役上席執行役員 松井　　孝
取締役（社外・非常勤） 小川　昭一
取締役（社外・非常勤） 鴇田　和彦
常勤監査役 近藤　　潔
監査役（社外・非常勤）     小野　   功
監査役（社外・非常勤）     川島　貴志

上席執行役員 小松　昭隆
執行役員 穴井　明彦
執行役員 井辻　　豊
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 志村　利也
執行役員 鈴木　信二
執行役員 鈴木　正彦
執行役員 髙橋　右門
執行役員 松永　善充
執行役員 八木　清公

取締役・監査役及び執行役員（平成28年6月24日現在）

（注）役職ごとの五十音順に記載しております。
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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

株主優待実施期間
11月中旬から翌年9月末日まで

〒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/

表紙のデザインについて
日々変化のスピードを増す情報サービス業界の状況を、天候が目まぐるしく変化する南アメリカのボリビアにある秘境
ウユニ塩湖に例えて表現することで、環境の変化をチャンスと捉えて中期経営計画に取り組んでいるNSDの姿勢を表
現しています。

株主優待の平成28年3月末時点の「寄付」のご報告
株主優待の平成28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626,000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28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。震災から5年が経
った今もなお、17万人以上の方々が避難生活を続けられて
います。株主の皆様からの寄付金は、長期化する避難生活
により、継続的な支援が求められる地域や分野、生活再建
の進まない被災者や社会的弱者の方々への支援等に使われ
ました。

東日本大震災の被災地への寄付

超巨大台風ハイエンで甚大な被害を受けたフィリピ
ンで、災害に強い校舎の建設等、子供たちが安全
かつ安心して学ぶことが出来る環境を整備するプ
ロジェクトへの寄付を、公益財団法人プラン・ジャ
パンを通じて行いました。

寄付申込口数…182口   金額…91,000円

寄付申込口数…859口   金額…429,500円

フィリピン／災害に強い小学校
校舎建設等の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。

寄付申込口数…211口   金額…105,500円

「ざぶん賞」実行委員会への寄付

株主優待トピックスNSDの株主優待について

帰還困難区域に咲く桜  ©JPF

とらふぐ料理セット

株主優待（お手続き・商品等）のお問い合わせはこちら

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）


