
株主メモ｜

ホームページで当社の事業活動、サービス案内、投
資家情報などに関する詳しい情報をご覧いただけ
ます。ぜひご活用ください。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月開催

基準日 定時株主総会　毎年3月31日 
期末配当金　　毎年3月31日 
中間配当金　　毎年9月30日 
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して
臨時に基準日を定めることがあります。

公告方法 電子公告
（https://ncsa.jp）

上場金融商品取引所 東京証券取引所　市場第二部

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物の送付先） 〒168-0063 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先）  0120-782-031（フリーダイヤル）

（イ ン タ ー ネ ッ ト
ホームページURL） https://www.smtb.jp/personal/agency/

index.html

ホームページのご案内

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行ではお手続きができま
せんので、お取引証券会社へご照会ください。
証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

https://ncsa.jp

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。

2019年6月21日開催の当社株主総会において報告及び決議された内容につき
ましては、当社ウェブサイト（https://ncsa.jp/ir/shareholder.html）に掲載
していますので、ご参照ください。

第53期定時株主総会の決議結果について



　株主の皆様には、平素より格別のお引き立てとご高
配を賜り、厚く御礼申し上げます。２０１9年３月期（２０１8
年４月１日～２０１9年3月31日）の連結の業績と取り組
みの状況をご報告申し上げます。

代表取締役社長　辻  隆 博

中期経営計画（2018-2020）の
目標達成に向けて
さらにスピード感を持って進取果敢に
取り組んでまいります。

2019年3月期の事業環境について説明して
ください。

企業のIT投資需要は堅調・拡大傾向でした。

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の動
向と政策に関する不確実性や金融資本市場の変動の影響
が懸念されるなか、企業収益は改善し、雇用・所得環境にも
改善が見られるなど、緩やかな回復が続きました。
　当社グループが属する情報サービス産業におきましては、
企業収益の改善にともない、顧客企業におけるIT投資需要
は引き続き堅調に推移いたしました。AI、IoT、ビッグデータ、
ブロックチェーン等の技術を利用する新しい製品、サービス、
ビジネスモデルで競争上の優位性を確立する「DX（デジタ
ルトランスフォーメーション）」への取り組みや、RPA（ロボ
ティックプロセスオートメーション）、テレワークといった「働
き方改革」の実現に向けたIT活用など、ITの積極活用による
経営戦略実現を目指す企業のIT投資動向は強まりを見せて
おり、今後もIT投資需要は拡大していくものと予想されてお
ります。
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2019年3月期の成果を聞かせてくださ
い。

旺盛な需要に支えられ主力ソリューション
を中心に売上、利益が伸長しました。

　ホテルシステム事業につきましては、インバウンド旅
行者の増加を背景とした新設ホテルの開業が続くなか、
積極的な受注活動を推進し、売上、利益ともに引き続き
堅調に推移いたしました。自社開発製品である金融業
向け個人信用情報接続ソリューション「Ccms（シーシー
エ ム エ ス ）」、システム の 可 視 化ソリュー ション

「REVERSE PLANET（リバースプラネット）」につきまし
ては、既存顧客の深耕や同業他社とのアライアンス強
化による導入ユーザー数の拡大に努めました。また、製
造業向け生産管理システム「Factory-ONE電脳工場」
をはじめとした他社製パッケージの導入・カスタマイズ
案件につきましては、旺盛な需要に支えられ受注が堅調
に推移いたしました。
　大手SIerからの受託開発事業につきましては、かねて

より官公庁をはじめとした得意分野への集中による採
算性の向上を推進しておりますが、当期におきましては、
金融分野の大型案件への参画にともない売上、利益と
もに堅調に推移いたしました。
　グループ会社におきましては、株式会社フュー
チャー・コミュニケーションズにて運営しているコール
センター事業におきまして、電力・ガス小売自由化にと
もない増加している料金関係業務を集中的に実施する
ため、電力会社から委託を受け開設した新事務所の運
営がスタートするなど、売上面、利益面ともに大きく貢
献いたしました。

先進技術や新規分野への取り組みでの成
果はどうでしたか。

AIを組み入れたサービス提供や地理空間情報
ソフトウエア製品群が増益に貢献しました。

　2017年より取り組みをスタートいたしましたAI事業
につきましては、「IBM Watson Explorer」を利用した
業務イノベーション支援サービスの受注活動に注力し、

トップメッセージ｜Top Message

売 上 高

204億57百万円

［前期比16億64百万円増収］

営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に帰属する
当期純利益

6億88百万円 7億91百万円 5億73百万円

［前期比6億6百万円改善］［前期比6億5百万円改善］［前期比16億85百万円改善］

●第53期連結業績
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トップメッセージ｜Top Message

る一過性損失によるマイナス影響が解消されたことに
加え、増収による売上総利益の増加及び一般管理費抑
制による利益率改善により、営業利益は前期に比べ6億
6百万円改善の6億88百万円、経常利益は前期に比べ6
億5百万円改善の7億91百万円、親会社株主に帰属す
る当期純利益は前期に比べ16億85百万円改善の5億
73百万円となりました。

2020年3月期の取り組みについて聞かせ
てください。

商品力と営業力の強化で、売上増大を目
指します。

　今後のわが国の経済は、このところ輸出や生産の一
部に弱さも見られますが、雇用・所得環境の改善が続

試行導入から本格導入へと進むユーザーの獲得が進み、
売上が伸長いたしました。また、2016年にベルギー・
Luciad社（現Hexagon Geospatial社）と代理店契約を
締結し、販売しております地理空間情報ソフトウエア製
品群「Luciad（ルシード）」につきましては、官公庁向けの
案件を獲得し、売上増、利益増に寄与いたしました。

業績について説明してください。

増収増益となりました。

　売上高につきましては、前期に比べ16億64百万円
（8.9％）増収の204億57百万円となりました。利益面に
つきましては、前期に計上したシステム開発事業におけ

くなかで、緩やかな回復が続くものと予想されます。し
かしながら、通商問題の動向が世界経済に与える影響
や、中国経済の先行き、金融資本市場の変動の影響な
ど、海外情勢をめぐる不確実性は強く、これらの動向に
よっては、わが国の経済に悪影響を及ぼすおそれがあり
ます。
　情報サービス産業におきましては、企業収益の改善
にともない、引き続きIT投資需要は堅調に推移していく
ものと予想されております。一方、業界において技術者
不足が常態化しており、優秀な人材の確保が大きな課
題となっております。
　このような環境のもと、当社グループは、引き続き

「主力ソリューションの商品力強化」及び「営業力の強
化」を両輪とした「トップライン（売上）の拡大」を基本方

針とし、持続的な成長に向けて、以下の施策を実施して
まいります。

・他社との差別化を図るため、主力ソリューションの
品ぞろえを増やすとともに、商品力強化のための
投資を積極的に行います。

・PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）の活動を
より一層有効なものとするため、解決すべき課題
を開発現場との間で共有し、開発現場に寄り添い、
共に問題解決にあたることで、品質向上とプロジェ
クト損失の抑制を図ります。

・会議体の構成をよりシンプルなものへと見直し、経
営の意思決定とその執行スピードのさらなる向上
を図ります。

・全ての社員がより長く活き活きと働ける会社とな
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（百万円）
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トップメッセージ｜Top Message 中期経営計画の進捗

　当社は、株主への利益還元を重要視しており、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
継続してまいります。次期の配当につきましては、年間
配当金として1株につき12円を予定しております。なお、
自社株式の取得につきましても、株主に対する有効な
利益還元のひとつと考えており、今後も株価の動向や
財務状況等を考慮しながら適切に対応してまいります。
　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報
に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因に
よって予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

るために、人事制度改革と働き方改革を進め、社員
が働きやすくなるような環境改善に取り組みます。

・人材の不足及び高齢化への対応として、必要とさ
れるスキルを身につけるためのプログラム再教育

（NCS&A版リカレント教育）を実施いたします。
・NCS&Aグループ各社の事業シナジーの追求、コス

ト構造改革を進め、グループ経営の総合力を高め
ます。

株主の皆様へのメッセージをお願いしま
す。

収益力向上と財務体質を一層強化し、 
安定的な配当を継続してまいります。

　次期の連結業績につきましては、売上高207億円（前
年同期比1.2%増）、営業利益7億円（同1.7%増）、経常
利益8億円（同1.0%増）、親会社株主に帰属する当期純
利益6億80百万円（同18.6%増）を計画しております。

8円 8円

12円

2017.3 2018.3 2019.3

12円
（予想）

2020.3

配当金の推移2020年3月期 連結業績予想（前年同期比）

売 上 高 207億円 （1.2％増）

営 業 利 益 7.0億円 （1.7％増）

経 常 利 益 8.0億円 （1.0％増）

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6.8億円（18.6％増）

次期中期経営計画2020年度
［第55期］

2019年度
［第54期］

2018年度
［第53期］

世の中から
必要とされる会社に
●売上220億円

●営業利益10億円

人が活き活きと
働ける会社に

●社員の待遇改善

Only Oneとなる会社を目指す
●受託ビジネスからの脱却
●新規事業へのチャレンジ

●“サービスベンダー”への変貌
●本当の意味での“働き方改革”実現へ

主力ソリューション強化による
トップライン拡大
●主力商品の強化　●営業力の強化

　中期経営計画（以下、中計）1年目の2018年度は、全社一丸となって業績向上に努めた結果、前述のとおり、売上高204億
円、営業利益6億円となり、当初の連結業績予想値（売上高190億円、営業利益4億円）を上回ることができました。中計2年
目の2019年度は、改善してきた収益基盤を安定的に持続させることに注力し、目標である2020年度の売上高220億円、
営業利益10億円の達成に繋げてまいります。

0
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0
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2017年度（実績） 2018年度（実績） 2019年度（予想） 2020年度（予想）

営業利益
（億円）

売上高
（億円）

売上高
営業利益
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　ＮＣＳ＆Ａは採用活動に注力し、人材確保に努め、人材
育成に取り組んでいます。２０１９年４月１日、３７名の新卒
者が入社しました。４月はビジネスマナー・ビジネスマ
インド・ＩＴ基礎知識の研修を実施しました。５月以降はさ
らに実践的な技術の習得に励みます。昨年までは新入
社員研修期間を入社後２か月間としていましたが、２０１９
年からは９月までの６か月間に延長しました。充実したカ
リキュラムのなかで基礎をしっかり身に着けた人材に育
成します。
　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。』を目指し、技
術力・競争力の高い人材基盤の形成に、持続的に取り
組んでいきます。

　４月中旬、ＮＣＳ＆Ａ全社員が事業の方向性や今期の目
標を共有し、社員一人ひとりが自身の役割や責任を認識
して積極的に事業に携わる意識を高める機会として大
阪・東京・名古屋の各地で開催しました。

２０１９年度　新入社員

全社員参加の事業方針説明会開催

３７名の新卒社員が入社、研修で技術の習得に励む

トピックス｜Topics

ホテルシステム事業

訪日外国人旅行者の急増でホテル業界は新規開業ラッシュの状況です。ラグビーワールドカップ2019、東京
2020オリンピック・パラリンピック、大阪・関西万博など、ホテル市場はこれからも活況が続くなか、約40年の
開発実績を誇る、当社の強みであるホテルシステム事業で好調に受注を拡大し、収益を伸ばしています。

●ホテルトータルシステム〈NEHOPS〉（ネホップス）
●スマートチェックイン
●インターネット予約エンジン〈i-honex〉（アイホネックス）
●資材調達サイト〈WRSH〉（ウルシュ）

※ NEHOPS は日本電気株式会社の登録商標です。　※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

NCS

NCS&A ！
信頼のホテルシステム開発実績で、ホテル業界を力強くサポートしています。
インバウンドの追い風を受けて受注が着実に増加しています。

大型シティホテルから宿泊特化型ホテルまで、営
業系システムから管理系システムまで、ホテル全
館、チェーン全体の業務効率化を実現しま
す。NCS&Aはこの導入技術で高い信頼を得
ています。

ホテルトータルシステム ＮＥＨＯＰＳ インターネット予約エンジン

ホテルやレストラン事業者と、食材や備品を
納入する業者とをつなぐ、インターネット受発注システム
です。買い手、売り手企業が、見積り、発注/受注、買掛金
/売掛金など、取引情報の双方向のやり取りをネット上で
完結します。

2018年12月にリリースした、QRコードを利
用したセルフチェックインシステムです。宿泊者はメール
でＱＲコードを受け取り、自動精算機でチェックインがで
きます。ホテルの人手不足対策と、さらなる業務の効率
化を実現します。

スマートチェックイン

ホテル・旅館のインターネット・WEB予約システ
ムです。高機能かつ手厚いサポートで予約件数の

増加を支援します。日本全国で300件以上
の導入実績があり、信頼できるシステムと評
価いただいています。

資材調達サイト
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会社の概況/株式の概況｜Corporate Profile / Stock Data連結財務諸表（要約）｜Consolidated Financial Statements

資産合計
14,884

流動資産
12,429

固定資産
2,454

資産合計
16,550

有形固定資産
354

無形固定資産
473

投資
その他の資産

1,626

有形固定資産
343
無形固定資産
454

投資
その他の資産
1,754

流動資産
13,999

固定資産
2,551

負債
純資産合計
14,884

負債
6,315

純資産
8,568

負債
純資産合計
16,550

流動負債
2,972

固定負債
3,343

流動負債
4,189
固定負債
3,777

負債
7,967

純資産
8,583

前期末
2018年3月31日

当期末
2019年3月31日

前期末
2018年3月31日

当期末
2019年3月31日

現金及び
現金同等物の
期首残高

7,632

現金及び
現金同等物の
期末残高

△246

財務活動による
キャッシュ・フロー

1,148

営業活動による
キャッシュ・フロー

72

投資活動による
キャッシュ・フロー

△7
現金及び

現金同等物に
係る換算差額

6,664

当  期
2018年4月1日～2019年3月31日

連結貸借対照表 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

売上の増加にともない、現金及び預金、受取手形
及び売掛金、商品などが増加し、総資産は16億66百万
円増加しました。

賞与引当金の増加、退職給付に係る負債が増加
したことなどにより、負債は16億51百万円増加しまし
た。

利益剰余金が増加し、資本剰余金が減少した
ことなどにより、純資産は15百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
で税金等調整前当期純利益を計上し、投資活動による
キャッシュ・フローで有価証券及び投資有価証券を売却
したことなどにより、9億68百万円増加しました。

POINT
資産

負債

純資産

キャッシュ・フロー

● 取締役
代表取締役会長 松木　謙吾
代表取締役社長 辻　　隆博
取締役執行役員専務 山口　満之
取締役執行役員常務 河上　正
社外取締役 重松　孝司
社外取締役 大森　京太

● 監査役
監査役 山下　政司
社外監査役 大西　寛文
社外監査役 吉川　興治

● 執行役員
執行役員常務 木下　幸夫
執行役員常務 成田　昌浩
執行役員常務 小林　裕明
執行役員常務 山本　貴子
執行役員 七野　広高
執行役員 小崎　正己
執行役員 硎野　政弘
執行役員 森本　豊

商 号 NCS&A株式会社（英文表記：NCS&A CO., LTD.）

設 立 1966年9月21日

資 本 金 37億7,510万円

従 業 員 数 1,364名（連結）

事 業 所 ■ 本社 〒540-6316 大阪市中央区城見1丁目3番7号
■ 東京本社 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6番36号
■ 名古屋支社 〒450-0003   名古屋市中村区名駅南2丁目 

14番19号

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
■ 株式会社テクノインフィニタス
■ 恩愛軟件（上海）有限公司

発行可能株式総数                                       60,000,000株

発行済株式の総数                                       20,000,000株

株主数                                                            2,424名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

株式会社ZEN １，８５１ １０．０４

日本電気株式会社 １，６０５ ８．７１

明治安田生命保険相互会社 １，０６１ ５．７６

丸山　幸男 ９９４ ５．３９

ＮＣＳ＆Ａ従業員持株会 ６９２ ３．７５

株式会社日本信用情報機構 ５３０ ２．８８

小路口　謙治 ４２５ ２．３１

株式会社クリナム ３９８ ２．１６

アイ・システム株式会社 ３９８ ２．１６

梶川　融 ３９７ ２．１５

（注）  当社は自己株式１，５７２千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

大株主（上位10名）

所有者別株式数分布

自己株式 7.86% 外国法人等 2.13%

証券会社 1.93%

金融機関 9.32%

その他国内法人 
28.29%

個人・その他
50.44%

合計

20,000,000株

会社概要 （2019年3月31日現在）

役 員 （２０１９年６月２１日現在）

株式の概況 （2019年3月31日現在）
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