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2021年3月期 第2四半期

決算概要
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事業領域・主力ソリューション

※ BOB (ベスト オブ ブリード) ＝ 各分野で最も優れた製品やサービスのこと

エンタープライズ

コアコンピタンス
(可視化や信用情報に関する技術)

業種・業務ノウハウ

BOBソリューション

「intra-mart」
「NEHOPS」
「スーパーカクテル」
「電脳工場」

自社ソリューション

「REVERSE PLANET」
「Ccms」,「AIRS」
「The 確定申告 V」
「i-honex」

ファイナンシャル
・サービス

パブリック

●ホテル/外食
●流通/サービス
●製造/プロセス

●生保
●カード/ノンバンク
●銀行/損保/証券
●可視化サービス
●マイグレーション

●自治体/医療
●省庁/官公庁
●通信/メディア

■事業領域

■主力ソリューション

：コロナ禍影響あり
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事業環境（情報サービス産業）

コロナ禍において、ITを活用したテレワーク化や

コミュニケーションツール普及が急速に進む

デジタルトランスフォーメーション（DX）への

積極的な取り組み

ウィズコロナ・アフターコロナ時代に向けて

企業におけるIT活用の重要性が再認識

IT投資需要は中長期的には拡大傾向

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い社会のあり方が

大きく変化
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上期のハイライト

各事業の需要に応じた柔軟な人材配置、テレワークの

本格導入によるコスト削減

可視化ソリューション「REVERSE PLANET」や

自社開発ツール「AAA」「AIRS」を活用したマイグ

レーションサービスは堅調に推移

緊急経済対策（給付金事業）に関連し、地方自治体向け

パッケージの販売・導入が進む

ホテル・外食システム事業は厳しい受注環境が続く
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2021年3月期 第2四半期 経営成績

（単位：百万円）

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期

増減額 増減率

売上高 10,943 9,540 ▲1,402 ▲12.8%

営業利益 522 427 ▲94 ▲18.1%

経常利益 550 460 ▲89 ▲16.3%

親会社株主に帰属
する四半期純利益 644 323 ▲321 ▲49.8%

・違約金収入（特別利益）＋155
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通期予想公表時の想定／上期状況及び下期想定
（単位：百万円）

2021年3月期
通期

(予想・7/28公表値)

2021年3月期
第２四半期

(実績)

対通期進捗率

売上高 19,500 9,540 48.9%

営業利益 650 427 65.8%

経常利益 700 460 65.8%

親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益 600 323 53.9%

2020/7/28 2021.3通期業績予想を公表

■新型コロナの影響により前期末から１Qにかけて
受注活動に制限、及び一部顧客において投資判断
の延期、２Q中心に売上が減少すると想定

■３Q以降、新型コロナが収束に向かい顧客の投資動
向は改善、売上は回復に向かうと想定

■外注費や一般管理費の削減に取り組む方向

上期状況及び現時点の下期想定

■新型コロナによる受注活動の制限等により
２Ｑ(7月～9月）売上が対前年で大きく減少
（▲11.6億円）

■受注環境は底打ちするも、３Q以降についても
未だ新型コロナの収束の兆しが見えず、一部の
事業領域では厳しい受注環境続く

■外注費や旅費交通費等でコスト削減成果あり
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営業利益の変動要因 （前年同期比）
（単位：百万円）

+150

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期

販売費及び一般
管理費の減少

2,226→2,118
（▲107）

▲94

＋107

522

売上総利益率改善
25.1%→26.7%

（+1.6p）

▲352

売上減少による
利益減

10,943→9,540
（▲1,402）

427
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受注・売上・受注残の状況
（単位：百万円）

11,070 10,742 
10,398 

10,943 
11,465 

9,540 

4,410 

3,687 

4,545 
受注高

売上高

期末受注残

2020年3月期
下期 (Q3-Q4)

2020年3月期
上期 (Q1-Q2)

2021年3月期
上期 (Q1-Q2)

4,791

5,624
5,254

みなし期末受注残

※継続契約の売上予定

（６か月先まで）を含む



10Copyright © NCS&A CO., LTD. 

資産・負債・純資産の状況
（単位：百万円）

2020年3月末

【負債・純資産の部】

【資産の部】

2020年3月末

9,524

3,606

4,468

17,599

2,684

14,914

17,599

流動資産 ▲1,127 固定資産 ▲87 

84.7%

15.3%

25.4%

20.5%

54.1%

資産の部 ▲1,214

流動負債 ▲1,309 固定負債 ＋36 

負債の部 ▲1,273

純資産の部 +58

・現金及び預金の減少（▲221）

・受取手形及び売掛金の減少（▲869）

・投資有価証券の増加（＋191）※含み益増加

・保険積立金の減少（▲175） ※保険解約

・繰延税金資産の減少（▲143）

・未払金の減少（▲455） ※外注費・消費税等

・賞与引当金の減少（▲391）

・支払手形及び買掛金の減少（▲220）

・未払法人税等の減少（▲92）

・利益剰余金の減少（▲116）

【内訳】四半期純利益（+323）配当金支払（▲439）

・その他有価証券評価差額金の増加（＋132）

9,582

3,643  

3,159
16,384

2,597

13,787

16,384

84.1%

15.9%

19.3%

22.2%

58.5%

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

純資産

負債合計

8,075
負債合計

6,802

2020年9月末

2020年9月末

※9月末自己資本比率 58.5%
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（メモ欄）
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2021年3月期（2020年度）

重点施策・取り組み状況
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新型コロナウイルス感染症対策について

社長直轄の「コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、日々変化する状況に応じて、社員

及びその家族の安全安心を確保すべく、感染防止に努めています。併せて、社会インフラを担

う企業の一端として、事業継続に向けた対策を随時実施しています。

ー基本方針ー ー大阪府吉村知事の方針に従いー

毎日検温し37℃以上の発熱があ
る場合は出社しないでください

通勤時及び社内に置いては、必ず
マスクを着用してください

職場への出勤率を最低3割の出
社率まで下げましょう

公私ともに不要不急の移動を自粛
しましょう

５人以上、２時間以上の宴会・飲み会は

控える

東京～大阪間の出張の自粛

感染防止策を講じていないバー、クラブ等

の夜の街の店の利用を自粛する

重症化や死亡リスクの高い高齢者、基礎疾

患のある方及びその家族は、不要不急の外

出を控える
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2020年度 重点施策

・ 可視化・マイグレーションビジネスを中心に商品力強化・差別化のための積極的な投資
・ 主力ソリューションの品揃えの強化

・ 社員が活き活きと働けるように、元気で長く働けるように
・ 有給休暇取得の弾力的運用（１時間単位での取得が可能に）
・ 社員向け育児・介護サポートサービスの導入

・ スタッフ業務の棚卸、業務の見える化により属人化解消
・ 社内業務システムの改善
・ 災害対策としての社内IT環境、オフィス環境の見直し

・ 自社の強みを発揮できるビジネス領域をすばやく見極め、柔軟な経営資源の配分を実施
・ クラウドビジネスのさらなる加速を見据え、顧客に提案ができるクラウド技術者の育成を強化

主力ソリューションでトップラインを上げる ～成長・拡大戦略を続ける～

事業ラインの変革を加速させる プライム化を推し進める

働き方改革

管理部門改革

・ 解決すべき課題を開発現場との間で共有、共に問題解決にあたる
・ システム開発における上流工程（要件定義工程）を徹底的にチェックし、品質向上と損失抑制を図る

PMOのさらなる体質改善 現場にさらに踏み込んで共に課題解決へ
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2020年度 重点施策・取り組み状況（１）

主力ソリューションでトップラインを上げる ～成長・拡大戦略を続ける～

主力ソリューションへの開発投資を継続

新たな研究開発への投資を開始

■ 「社内スタートアップ制度」

新しいビジネスモデルや事業のアイデアを社内で随時募集する、応募案をともに育てる選考にする

■ パートナー企業との共創

社会のあり方が大きく変化する中、これまでの常識にとらわれない商品やサービスの開発に向けて、

スタートアップ企業をはじめとしたパートナー企業との共創に取り組む

システム資産まるみえツール

REVERSE PLANET
（リバースプラネット）

バージョンアップ

（Windows Server2019

・SQL Server2019対応）

システム資産移行サービス

AIRS
（エアーズ）

研究開発

（オープン変換ツール強化）

IBMi向け可視化ツール

PLANET/COMET i
（プラネット コメット アイ）

リニューアル

（SQL解析機能追加）

…

上期から継続

下期から開始
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2020年度 重点施策・取り組み状況（２）

PMOのさらなる体質改善 現場にさらに踏み込んで共に課題解決へ

PMOによる上流工程の徹底チェック

■ システム開発における上流工程（要件定義）を重点的にマーク

■ 計画段階で「リスク対応計画」を策定

大型プロジェクトの受注にあたり、計画段階で「リスク対応計画」を策定することで、準備に怠りなく

を実践し、プロジェクトを成功に導く

「ITエンジニアリング推進室」を新設

PMOによる徹底チェック 成功事例集リリース 要件定義ガイドブック刷新

新たなテクノロジー（技術）に挑戦しながら、システムを実現するためのエンジニアリング（設計・

実装など）にこだわりを持って取り組み、プロジェクトを牽引する

併せて、PMOとともプロジェクトの損失を防ぐ

下期から開始

上期から継続
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2020年度 重点施策・取り組み状況（３）

事業ラインの変革を加速させる プライム化を推し進める

クラウドビジネスの強化

各事業の需要に応じた柔軟な人材配置 上期から継続

事業部間の連携を強化し、各事業の需要に応じた柔軟な人材配置を実施することで、空き工数の発生

を抑制するとともに、外注費の削減を実現

クラウドビジネスを推し進め、オンプレミスと併せてクラウドを顧客に提案ができる体制作りと

クラウド技術者を育成する

上期から継続

オンプレミス環境 クラウド環境

クラウド上での

新規システム開発

オンプレミスから

クラウドへの環境移行
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2020年度 重点施策・取り組み状況（４）

働き方改革

社員の働く環境の改善 上期から継続

コロナ禍により働き方が集中型から分散型へと変化する中、社員が働き方を選べるように、仕事と

家庭・子育て・介護を両立しやすい環境づくりを継続する

テレワーク（在宅勤務）環境の整備 「どこでも内線サービス」の導入

働きやすい環境づくりを推進

・外出先、自宅でも内線電話が利用可能
・多数のモバイル端末を管理する仕組みを導入し

セキュリティリスクを軽減する

（今後の予定）

・育児や介護に限定しない制度設計

・有給休暇の１時間単位取得

・オフィスのサテライト化

・テレワーク用PC 約1000台導入
・ネットワーク増強
・web会議、チャット導入

26.8h
22.4h

19.4h
16.7h 17.5h 16.5h

11.2h9.0日
11.3日 13.6日 14.6日 14.5日 15.1日

15.8日

2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2020.9

平均時間外/人
有給取得日数/人

◆時間外・有給休暇取得数の推移

(上期)

7.9日
(15.8日)
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（トピックス）自己株式の取得・消却

株主への利益還元を目的に、自己株式の取得及び消却を機動的に実施

2016.2-7 2016.8-9 2016.11
2016.11
-2017.2

2017.5-6 2019.7 2020.10 2020.11

65万株
(+25万)

286万株
(+220万)

2,116万株

104万株
(▲181万)

134万株
(+30万)

159万株
(+27万)

168万株
(+13万)

326万株
(+160万) 126万株

(▲200万)

自己株式除く

自己株式

発行済み株式総数

2,181万株 2,000万株 1,800万株

1,895万株 1,895万株 1,865万株 1,840万株 1,831万株
1,673万株 1,673万株

消却
消却

取得
取得 取得 取得 取得

取得

■自己株式の取得及び消却の推移

・自己株式の取得（160万株・2020年10月28日）

・自己株式の消却（200万株・2020年11月30日）
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2021年3月期 通期

業績予想
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2021年3月期 通期 業績予想

（単位：百万円）

2020年3月期
実績

2021年3月期
予想

増減額 増減率

売上高 22,408 19,500 ▲2,908 ▲13.0%

営業利益 896 650 ▲246 ▲27.5%

経常利益 1,014 700 ▲314 ▲31.0%

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,133 600 ▲533 ▲47.1%
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2021年3月期 配当予想

【配当政策】

収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な配当を継続することが重要と考えてお

ります。配当金は、連結配当性向35％以上を目標に収益状況に対応した配当を行うことを基本

として、キャッシュ・フローの状況、内部留保などを勘案して決定いたします。

自己株式の取得についても、株主に対する有効な利益還元のひとつと考えており、財務状況

等を考慮しながら適切に対応してまいります。

8円 8円
12円

18円
12円

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

普通配当

24円

記念配当

6円
株式上場
30周年

（予想）
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（メモ欄）
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参考資料
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会社概要

社名 ＮＣＳ＆Ａ株式会社

本社所在地 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7（松下IMPビル）

創業 1961年（昭和36年）10月1日

資本金 37億7,510万円

代表者 代表取締役会長 松木 謙吾
代表取締役社長 辻 隆博

子会社 エブリ株式会社
ＮＣＳサポート＆サービス株式会社
株式会社フューチャー・コミュニケーションズ
恩愛軟件（上海）有限公司

従業員数 1,364名（連結） 1,035名（単体） ※2020年9月末現在

事業所 東京本社、名古屋支社
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企業理念

企業メッセージ

社是（創業の精神）

コンピューターは社会に奉仕する

企業理念

私 た ち は 、 お 客 様 と と も に 感 動 を 創 造 す る . .
ソリューション リーディングカンパニーとして、
安心で快適な夢あふれる未来の実現に貢献します。
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沿革
■ 1961年10月 当社の前身である日本システム・マシン株式会社に電子計算機部を新設し、コンピュータの専門会社設立に備える

■ 1962年 3月 日本電気株式会社と販売特約店契約を結び、NEAC電子計算機システムの販売およびサービス業務を開始

■ 1966年 9月 電子計算機部を分離独立させ、「日本コンピューター株式会社」を設立する。資本金500万円

■ 10月 「日本コンピューター・システム株式会社」に商号を変更する

■ 1972年 4月 東京営業所（現 東京本社）を開設

■ 1974年 4月 名古屋営業所（現 名古屋支社）を開設

■ 1983年 4月 京都営業所（後に 京都支店）を開設

コンピュータの保守専門子会社として「オーエーエンジニアリング株式会社」を設立

■ 1984年 3月 資本金を1億6,000万円に増資

■ 1988年 3月 資本金を2億8,600万円に増資

■ 11月 資本金を3億5,700万円に増資

■ 1989年12月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場、資本金を37億7,510万円に増資

■ 1993年 5月 コンピュータシステムの運用サービス子会社として「エヌシーエステクノロジー株式会社」を設立

■ 2004年 3月 中国でのオフショア開発拠点として「恩喜愛思（上海）計算機系統有限公司」（NCS上海）を設立

■ 2008年10月 京都支店を本社に統合

■ 2012年 3月 「ＮＣＳサポート＆サービス株式会社」を設立

4月 「オーエーエンジニアリング株式会社」と「エヌシーエステクノロジー株式会社」が合併し、「エブリ株式会社」に商号

を変更

■ 2013年 7月 東京証券取引所市場第二部に上場

■ 2014年 8月 ソフトウエア開発・保守、パッケージ販売会社の「株式会社アクセス」と合併、「ＮＣＳ＆Ａ株式会社」に商号を変更

■ 2014年10月 「NCS上海」とアクセスの子会社「阿克塞斯軟件(上海)有限公司」が合併、「恩愛軟件(上海)有限公司」(NCS＆A上海)に

商号を変更

■ 2016年12月 ベルギー・Luciad社の地理空間情報ソフトウェア製品の販売を開始

■ 2017年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社とのパートナーシップにより「IBM Watson Explorer」の取扱いを開始

株式会社サトーからIBMi事業を譲受
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主力製品・サービスのご紹介

〈REVERSE PLANET（リバース プラネット）〉 は、膨大なシステム資産を抱える情報システム部門の開

発・保守業務を革新する可視化ツールです。システム資産とは、COBOLやJavaなどのプログラムソース

や、JCLソースなどシステムのソースコード、設定ファイルのことです。

散在しているシステム資産の情報を一元化することで「まるみえ」にし、保守効率の向上、属人化の緩

和、ドキュメントの最新化を実現します。

REVERSE PLANET

〈AIRS（エアーズ）〉は、お客様のアプリケーション資産を活かし、新たなプラットフォームに移行する

システム資産マイグレーションサービスです。

「2025年の崖」を目の前にして、次の一手にお悩みのレガシーシステムをお持ちのお客様に、DX（デジ

タルトランスフォーメーション）実現の第一歩となる移行ソリューションをご提供します。

AIRS
(Acces Innovator of Rehost System)

〈Ccms（シーシーエムエス）〉は、複数の信用情報機関（JICC、CIC、KSC）への接続および切替えを可

能にした個人信用情報接続サービスです。指定信用情報機関への照会、報告および精査業務に対応してい

ます。

指定信用情報機関制度への対応に伴うインターフェイスの改変リスク（コストと期間）は、多くの利用会

社様で大きな問題です。当社は、個人信用情報センター業務における長年のシステム企画・開発・保守・

運用を通じて、個人信用情報のライフサイクルと、その重要性に着目し、ファイナンス業務システムの構

築やファイナンス業務パッケージの提供をしてきた経験を積上げ、このCcmsを構築しました。

Ccms
(Credit information Connection 

Management System)

稼働環境にあるプログラムをまるごと取り込み、システムの解析や影響分析を行うツールです。IBM i

（System i 、iSeries、AS/400）をお使いのお客様を対象とする商品です。

プログラムを取り込めば、ツリー図やフローチャートでシステムの構造を分かりやすく表示することがで

きます。プログラムに修正を加えたいときには、簡単操作でスピーディーに影響分析ができます。

インストール版（i）とクラウド版（s）がございます。

REVERSE COMET
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主力製品・サービスのご紹介

確定申告受付支援システム〈The 確定申告Ⅴ（ファイブ）〉は、住民税の当初課税に関する一連の

事務作業の効率化を図り、 住民税課税にかかる膨大な作業量を大幅に軽減することを目的とした自

治体様向けのシステムです。

お客様のお声と当社が長年培ったノウハウを基に、申告受付支援機能や国税連携機能に加え、住民情

報システム〈COKAS-R/ADⅡ〉とシームレスに連携する機能、原票イメージの電子ファイリング機

能などをご提供していますので、確定申告受付関連システムをワンストップでご導入いただけます。

The 確定申告 V

「IBM Watson Explorer(WEX)」や「IBM Watson」を利用し、企業内外に存在する大量の文書

データ、SNSのテキスト等の非構造化データ、基幹系システム等で蓄積されてきた構造化データに、

当社が長年に渡り蓄積した業務知識を加味することで、お客様の課題解決・価値創造における、業務

イノベーションをご支援いたします。

IBM Watson
業務イノベーション
支援サービス

※ 本資料に記載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。
「intra-mart」は、株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの登録商標です。
「NEHOPS」、「COKAS」は、日本電気株式会社の登録商標です。
「スーパーカクテル」は、株式会社内田洋行の登録商標です。
「Factory-ONE」、「電脳工場」は、株式会社エクスの登録商標です。
「IBM」、「IBM Watson」は、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
「REVERSE PLANET」、「Acces Innovator of Rehost System」、「REVERSE COMET」は、NCS&A株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名またはサービス名は、各社の商標または登録商標です。

シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル、旅館など、小規模から大規模まで、さまざまな

施設に対応するホテル・旅館向けインターネット・WEB予約システムです。

全国280以上の施設でご利用いただいています。（2019年11月現在）

i-honex
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注意事項

本資料に掲載されております予測、計画、戦略および将来の業績に関する見通
しは、ＮＣＳ＆Ａ株式会社の経営陣が、現時点において入手可能な情報をもと
に判断しているものであり、リスクや不確定な要因を含んだものです。

実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く社会的動向、経済情勢および顧客の
属する業界での経営環境の変化などさまざまな要因により、見通しと大きく異
なる結果となりうる場合もあり、当社としてその確実性を保証するものではな
いことをご承知おき下さるようお願い申し上げます。


