
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。

ホームページのご案内

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。

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 毎年6月

基準日 定時株主総会　毎年3月31日 
期末配当　　　毎年3月31日 
中間配当　　　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）
受付時間　9：00～17：00（土日祝日を除く）

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

agency/

（よくあるご質問（FAQ）） https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain= 
personal

【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。
証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。
なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくあるご質問（FAQ）」サイトでご
確認いただけます。



トップメッセージ Top Message

当期（2022年3月期）第2四半期連結累
計期間の経営環境と取り組みについて
説明してください。

主力ソリューションの販売先業種の拡大や既
存顧客へのクロスセルの促進を図る取り組
みを開始しました。

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済
は、一部で持ち直しの動きが見られるものの、新型
コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、
サービス業を中心に厳しい状況が続いております。
　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、AI、IoT、ビッグデータ、RPA（ロボティック
プロセスオートメーション）等の技術を利用して、新
しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通じ
て価値を創造し、競争上の優位性を確立する「デジ
タルトランスフォーメーション（DX）」への関心が高

まっております。経 済 産 業 省 が 警 鐘を鳴らした
「2025年の崖」を受け、企業において老朽化・肥大
化・複雑化及びブラックボックス化している自社の
古い基幹業務システムを刷新する動きが数多く見ら
れます。また、このたびの新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い社会のあり方が大きく変化し、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
の普及が急速に進むなど、企業におけるIT活用の重
要性が再認識されつつあり、IT投資は引き続き堅調
に推移するものと考えられます。
　このような環境のもと、当社グループは、中長期
的な目標である「収益性の安定と向上」に向けて、積
極的な投資による主力ソリューション強化の取り組
みを継続するとともに、研究開発を通して新しい事
業の芽を創出する活動として2020年度下期から

「社内スタートアップ制度」を開始しております。また、
製品別や顧客業種別に細分化されていた営業部門
を集約し、部門間の垣根を取り払うことで、主力ソ
リューションの販売先業種の拡大や既存顧客へのク

　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。2022年3月
期第2四半期連結累計期間（2021年4月1日～
2021年9月30日）の業績と取り組みの状況をご報
告申し上げます。
　昨年から続く新型コロナウイルスの影響により、
社会は感染症対策と経済活性化の両立を図ってい
くウィズコロナという新常態に変化しつつあります。
当社グループでは、お客様、ビジネスパートナー、
社員及びその家族の安全確保・感染予防、感染拡
大防止を最優先する方針のもと、社会インフラを
担う企業の一端として、変化する状況の中におい
ても社会へ最大限に貢献することを念頭に取り組
みを日々検討し、事業に取り組んでおります。
　社長に就任し4期目の事業年度となりました。
NCS&Aグループがこれから先、また10年、20年
と発展していくため、引き続き進取果敢に取り組ん
で参ります。

代表取締役社長　辻  隆 博

新たな技術に果敢に挑戦しながら
しなやかな発想で価値あるITサービスを
提供し続ける企業へ

C O N T E N T S

97億13百万円

［前年
同期比 1億73百万円増収］

6億28百万円 6億77百万円 4億45百万円

［前年
同期比 2億円増加］ ［前年

同期比 2億16百万円増加］［前年
同期比 1億22百万円増加］

第56期第2四半期累計連結業績

トップメッセージ

新中期経営計画の進捗

トピックス

連結財務諸表（要約）

会社の概況/株式の概況
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売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に帰属する
四半期純利益
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トップメッセージ Top Message

「REVERSE PLANET（リバースプラネット）」を中心
とした「AAA（トリプルエー）」、「AIRS（エアーズ）」と
いった情報システム資産移行サービスの「安全・確
実・低コスト」での提供に注力いたしました。外資系
保険会社向けの大型案件やアライアンス先との協
業案件が順調に進捗し、受注、売上及び利益ともに
堅調に推移いたしました。
　自社開発製品の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）」につきまし
ては、金融機関向け基幹システムパッケージを持つ
パートナーとの協業を積極的に進めており、カード
会社向けの導入案件が順調に進捗するなど、受注、
売上及び利益ともに堅調に推移いたしました。
　中堅・中小企業マーケットにおきましては、2020
年度からの新型コロナウイルス感染症の影響が依

ロスセルの促進を図る取り組みを今年度より開始い
たしました。

当期（2022年3月期）第2四半期連結累
計期間のこれまでの成果を聞かせてく
ださい。

中堅・中小企業マーケットにおいては新型
コロナウイルス感染症の影響が依然として
続いていますが、主力ソリューションを中心
に売上及び利益は堅調に推移しております。

　企業のDX推進に寄与するサービスとして展開し
ているマイグレーションサービスにつきましては、自
社 開 発 の 情 報 シ ステ ム 可 視 化ソリュー ション

然として続いております。しかしながら、基幹業務シ
ステム「スーパーカクテル」の導入・カスタマイズ案
件や、システム共通基盤「intra-mart（イントラマー
ト）」を利用した基幹業務システム開発などは復調し
てまいりました。
　大手SIerからの受託開発事業につきましては、当
社の得意分野にリソースを集中させることによる収
益性の向上に取り組んでおり、官庁系システム開発
を中心に受注、売上及び利益ともに堅調に推移いた
しました。
　また、2021年8月に東京本社の移転を実施いたし
ました。働き方改革を推進し、社員の安全・安心を第
一に、社員が働き場所を選べるよう、オフィスの分散
化を行いました。社員が自宅から近いオフィスを選
んで働けることで、通勤によるストレスの軽減、モチ
ベーション向上が期待できます。テレワークの定着

化による削減とあわせて通勤時間の50%削減を目
標としております。

業績について説明してください。

売上高は前年同四半期並みですが、利益面
は大きく改善しました。

　前述の取り組みの結果、当第2四半期連結累計期
間の売上高は、前年同四半期に比べ1億73百万円
増収の97億13百万円となりました。利益面につきま
しては、増収効果に加えて売上総利益率の改善や販
売費及び一般管理費の減少により営業利益は前年
同四半期に比べ2億円増加の6億28百万円、経常利
益は前年同四半期に比べ2億16百万円増加の6億
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新中期経営計画の進捗 Mid-term Management Planトップメッセージ Top Message

　2022年3月期第2四半期連結累計期間におきま
しては、売上高が前回発表予想時の想定どおりに進
捗する一方、開発業務の効率化や収益性の高い主力
ソリューションの取り組み強化及び経費削減の継続
した取り組み等により利益率が想定を上回る推移と
なっております。
　2022年3月期の連結業績予想につきましては、
売上高200億円（前年同期比1.3%増）、営業利益10
億50百万円（同26.5%増）、経常利益11億60百万円

（同21.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益7
億50百万円（同5.0%減）を見込んでおります。

（注） 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。

77百万円、特別損失として東京本社移転費用79
百万円を計上し、親会社株主に帰属する四半期純利
益は前年同四半期に比べ1億22百万円増加の4億
45百万円となりました。なお、「収益認識に関する会
計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
等の適用により、売上高は46百万円増加し、営業利
益及び経常利益はそれぞれ15百万円増加しており
ます。

通期の見通しについて聞かせて
ください。

売上高200億円、営業利益10億50百万円を
見込んでおります。

15円

2019.3

12円

2020.3 2021.3

24円
6円

（記念配当）
18円

2022.3

18円
( 予想 )

配当金の推移2022年3月期 連結業績予想（前年同期比）

売 上 高 200億円 （1.3％増）

営 業 利 益 10.5億円（26.5％増）

経 常 利 益 11.6億円（21.0％増）

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 7.5億円 （5.0％減）

次期中期経営計画2023年度
［第58期］

2022年度
［第57期］

2021年度
［第56期］

世の中から
必要とされる会社に
売上高230億円
営業利益率7%に

挑戦

社員が生き生きと
働ける会社に
職場の環境改善
多様な働き方に対応

Only Oneとなる会社を目指す
●“サービスベンダー”への変貌
●人工ビジネスからの脱却
●新規事業開発の加速
●“働き方改革”推進

主力ソリューション強化による
トップライン維持

私たちは、確かな技術で
新たな価値を創造し、社会に貢献します

●主力商品の強化
●営業力・開発力の強化

2021年度から新中期経営計画がスタート！！
◦新中期経営計画における目指す姿

Q

A

新中期経営計画の基本方針・2021年度の取り組み状況
事業の観点   筋肉質化・高収益率化の追求

会社の観点   持続可能な企業体制の構築

人財の観点   多様な人財を惹きつける新しい働き方の確立

前中期経営計画で改善した収益性をさらに高め、安定したものとすべく、主力ソリューション強化の取り組みを継続しております。
システム可視化ソリューション「REVERSE PLANET」、個人信用情報接続ソリューション「Ccms」、家賃保証業務パッケージ

「Guras」等の自社ソリューションの機能及び販売の強化だけでなく、他社製品である生産管理パッケージに対応する様々なアド
オン機能をオプション群として整備し個別対応を減らす取り組み等、利益率向上を図る取り組みを進めております。

社員が生き生きと働ける会社を目指し、職場の環境改善や多様な働き方への対応を進めております。2021年8月に東京本
社の事務所移転を実施しました。【詳細は7～8ページ】

研究開発を通して新しい事業の芽を創出する活動として「社内スタートアップ制度」を推進しております。 【詳細は8ページ】
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トピックス Topics

汐留
大井町

新 宿
御茶ノ水

東 京

品 川

新 橋

　長く社会に必要とされる会社となるために、「社内スター
トアップ制度」を2020年度下期より開始し、今年度も継続し
ております。
　この一年間で、38件の申請があり、18件の新たな研究開
発が実施されました。引き続き、研究開発を通して新しい事
業の芽を創出する活動を続け、新たなアイディアを生み出
す習慣を身に付け、事業の持続可能性を高めていきます。

「多様な働き方」の実現を目指し、東京オフィスを移転 社内スタートアップ
制度を推進

特色ある各拠点を活用し、常に新鮮な気持ちで業務に取り組む 継続的に新たな価値を生み出す会社へ

T op i c s

1
T op i c s

2

コンセプト MULTI MIX
大井町オフィス

さまざまな色、カタチ、素材をバ
ランスよく組み合わせ、空間に深
みを持たせるコーディネート
[特長]

●椅子は座り心地にこだわり、数種類
の色を取り入れている

●デスクは可動式で、会議の開催な
ど自由に活用できる

コンセプト LIGHT NATURAL
東京本社

明るい木目とやさしいカラーリングで構成した
ナチュラルで親しみのあるコーディネート
[特長]

●3拠点で一番広い面積を確保
●固定席とフリーエリアの間にスペースを設け、
　より広々としたオフィス空間を実現

コンセプト ACCENT MODERN
汐留オフィス

白を基調として暖色系（レッド・オレンジ）
を加えた明るく活発なコーディネート
[特長]

●省スペースなオフィスを実現
●エントランスには自社商品を展示できる

ショールームの機能を持つ

＜大井町オフィス＞
住友不動産大井町駅前ビル
最寄駅：各大井町駅４～５分
2021年7月営業開始

＜東京本社＞
住友不動産御茶ノ水ビル
最寄駅：各御茶ノ水駅５分
2021年8月営業開始

サテライトオフィス
2021年度に東京本社を移転し、新オフィスが誕生
しました。
働き方改革を推進し、利便性の高い就労環境を整備
するため、オフィスの分散化を図っております。
社員が、出社しやすいオフィスを選んで働くことが
でき、通勤によるストレス軽減、モチベーション向
上につなげます。また、サテライトオフィス、テレ
ワークにおける環境整備の一環として、スマート
フォンを1人1台配り、通話やリモート会議など、
柔軟なコミュニケーションを可能にしております。

通勤時間のトータル比50％削減を目標に掲げ、テレ
ワークのさらなる定着化に取り組んでまいります。

＜汐留オフィス＞
東京汐留ビルディング
最寄駅：各新橋駅５～６分
2021年8月営業開始

これまでの取り組み例

自治体向け「感染対策&窓口改善ソリューション
サービス」の研究開発
自治体の窓口業務での事前予約と当日予約・待ち行列管
理サービスを、当社のホテル予約システム技術を活用し
て構築するための研究開発を実施しました。成果として、
ワクチン接種予約管理システムを提供しております。

音声に自動応答する「非接触型・来客受付システム」
の研究開発
当社の音声データ変換ツール「Ai PLANET-VoiceConvert」
及びチャットボットモデルを応用し、来客者の音声を認識
し、自動応答を行い、社員へ通知するシステムの研究開発
を実施しました。現在、当社の一部受付で試行運用してお
ります。

AI音声認識・AI顔認識による「タッチレス出退勤管
理システム」の研究開発
withコロナに対応したソリューションの技術研究及び実
証実験として、AI顔認識、AI音声認識の先端技術を利用
したタッチレス業務ソリューションの研究開発を実施し
ました。現在、お客様先にて試行運用しております。

07 08

N
C
S&
A

N
C
S&
A



連結財務諸表（要約） Consolidated Financial Statements 会社の概況/株式の概況 Corporate Profile / Stock Data

資産合計
16,848

流動資産
14,086

固定資産
2,762

資産合計
16,553

有形固定資産
367

無形固定資産
312

投資
その他の資産

2,081

有形固定資産
417
無形固定資産
320

投資
その他の資産
2,013

流動資産
13,802

固定資産
2,751

負債
純資産合計
16,848

負債
7,516

純資産
9,332

負債
純資産合計
16,553流動負債

3,930
固定負債
3,585

流動負債
3,486
固定負債
3,505

負債
6,991

純資産
9,562

前期末
2021年3月31日

当第2四半期末
2021年9月30日

前期末
2021年3月31日

当第2四半期末
2021年9月30日

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

前期末債権の回収により売上債権が減少し、賞
与・仕入債務・税金・配当等の支払により、総資産は2
億95百万円減少しました。

賞与引当金・仕入債務・税金等の支払により、
負債は5億25百万円減少しました。

自己株式の取得など純資産の減少要因はあり
ましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上し
たことなどにより、純資産は2億30百万円増加しました。

税金等調整前四半期純利益の計
上、売上債権の減少、配当金の支払、有形固定資産の取
得等の結果、現金及び現金同等物は4億46百万円増加
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
社外取締役 重松　孝司
社外取締役 大森　京太
社外取締役 團　　博己

● 監査役
監査役 木下　幸夫
社外監査役 大西　寛文
社外監査役 吉川　興治

● 執行役員
執行役員専務 河上　正
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
執行役員常務 森本　豊
執行役員 硎野　政弘※

執行役員 柏木　政宏
執行役員 武田　秀樹

商 号 NCS&A株式会社（英文表記：NCS&A CO., LTD.）

設 立 1966年9月21日

代 表 者 代表取締役社長　辻　隆博

資 本 金 37億7,510万円

従 業 員 数 1,328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 〒101-0021   東京都千代田区外神田2丁目 

2番3号
■ 汐留オフィス 〒105-7309 東京都港区東新橋1丁目9番1号
■ 大井町オフィス 〒140-0014 東京都品川区大井1丁目28番1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
■ 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                                       18,000,000株

株主数                                                            3,879名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

株式会社ZEN 1,851 11.21

明治安田生命保険相互会社 1,061 6.43

丸山　幸男 994 6.02

ＮＣＳ＆Ａ従業員持株会 578 3.50

アイ・システム株式会社 400 2.42

株式会社クリナム 398 2.41

梶川　融 397 2.41

日本金銭機械株式会社 381 2.31

山田　欣吾 350 2.12

小路口　謙治 348 2.11

（注）  当社は自己株式1,485千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 8.25% 証券会社 2.53%

外国法人等 2.45%

金融機関 9.35%

その他国内法人 
19.00%

個人・その他
58.39%

合計

18,000,000株

会社概要 （2021年9月30日現在）

役員一覧 （2021年9月30日現在）

株式の状況 （2021年9月30日現在）

10

POINT

POINT

POINT

POINT

現金及び
現金同等物の
期首残高 8,626

現金及び
現金同等物の
四半期末残高△409

財務活動による
キャッシュ・フロー

1,053

営業活動による
キャッシュ・フロー

△206

投資活動による
キャッシュ・フロー

8
現金及び

現金同等物に
係る換算差額

8,179

投資活動による
キャッシュ・フロー

当第2四半期累計
2021年4月1日～2021年9月30日 ※2021年10月1日付で執行役員硎野政弘は執行役員常務に就任しております。
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