
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

株主名簿管理人および
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） http://www.smtb.jp/personal/agency/

index.html

ホームページのご案内

配当金の推移

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
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。

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。

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。

https://ncsa.jp

8円

10円
（予想）10円

普通配当
6円

合併
記念配当
4円 6円

2017.3 2018.32015.3 2016.3

株主メモ N C S & A
REPORT

証券コード：9709

第52期
中間報告書
2017年4月1日～2017年9月30日

▶

▶



た生産性向上への取り組みを開始しております。（８
ページ　トピックスをご覧ください。）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は88億96
百万円（前年同四半期は売上高90億29百万円）と
なりました。
　利益面につきましては、納期遅延による一部の不
採算プロジェクトの影響が大きく、営業損失は２億
33百万円（前年同四半期は営業利益37百万円）と
なりました。また、経常損失は２億15百万円（前年
同四半期は経常利益１億18百万円）、親会社株主に
帰属する四半期純損失は３億15百万円（前年同四
半期は親会社株主に帰属する四半期純利益１億10
百万円）となりました。

　２０１８年３月期通期の連結業績につきましては、
引き続き主力ソリューションの拡販に積極的に取り

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済
は、雇用・所得環境が改善し、景気は引き続き緩や
かな回復基調にある一方で、中国を始めとするアジ
ア新興国経済の減速懸念等、景気の先行きについ
ては不透明な要素が見られました。
　情報サービス産業におきましては、国内景況感
の改善にともないＩＴ投資は堅調に推移しており、特
に、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ等の新たな技術による生
産性向上、需要創出、社会的課題の解決等の取り組
みは実用段階に入りつつあり、その利活用は今後
も拡大していくものと予想されております。
　このような環境のもと、当社グループは、さらな
る収益性向上を目指し、ホテル業向け予約システム

「i-honex（アイホネックス）」、システム資産の可視
化ソリューション「REVERSE PLANET®（リバース
プラネット）」、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）」等の自社
製品の機能強化と販売拡大に取り組んでまいりま

した。また、システム共通基盤（エヌ・ティ・ティ・デー
タ・イントラマート社の「intra-mart（イントラマー
ト）」）による効率的なシステム開発の拡大を図ると
ともに、中小・中堅製造業向け生産管理システムや
流通業向け販売管理システムの導入拡大、IBM i

（System i、iSeries、AS/400）ユーザー向けの新
たなアウトソーシングビジネスに向けた取り組みを
進め、受注状況は計画を上回るものとなっておりま
す。
　新たな分野であるAIについては、「IBM Watson 
Explorer」による業務イノベーション支援サービスの
取り組みを開始しており、既存顧客へのサービス提供
および自社製品への組み込みを含めた検討を進めて
おります。（７ページ　トピックスをご覧ください。）

　『働き方改革』の推進に向けては、昨年度まで取り
組んできた「時間外労働の縮減」「有給休暇の取得
促進」に一定の成果が出てきたことから、一歩進め
て、勤務形態の多様化対応や付加価値創造に向け

当期（２０１８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。

業績について説明してください。

『働き方改革』について取り組んでいる
と聞いています。

　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。２０１８
年３月期第２四半期連結累計期間（２０１７年４月
１日～２０１７年９月３０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　松木謙吾

新たな技術進化に挑戦し続け、 お客様の経営課題を共に解決し、
新たな価値を共創する継続的 パートナーへ
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組むことにより、売上高は前期を上回る190億円
（前期は売上高185億99百万円）を見込んでおりま
す。また、利益面につきましては、前期に受注したシ
ステム構築プロジェクトにおいて納期遅延が発生し、
それに対応する人員の追加投入等による体制強化
を行ったことによる損失が発生する見込みとなった
ことにより、営業利益２億円（前期は営業利益１億
16百万円）、経常利益２億50百万円（前期は経常利
益２億85百万円）、親会社株主に帰属する当期純利
益1億60百万円（前期は親会社株主に帰属する当
期純利益２億73百万円）を見込んでおります。

　2014年8月に日本コンピューター・システム株
式会社と株式会社アクセスが経営統合し、新会社と
なって3年が経過しました。その間、両社の特徴を活
かし、相乗効果と機能補完を図り、ビジネスシナ
ジーの創出に向けた様々な取り組みを推進してま
いりました。
　特に、安定した収益基盤の確立に向けてプライム
ビジネス（直請けビジネス）とストックビジネス（継

続的にサービスを提供するビジネス）の強化を図り、
低利益率案件の縮小や外注費の抑制等に注力して
まいりました。
　残念ながら、当期においては前述のとおり、一部
のシステム構築プロジェクトにおける納期遅延によ
る損失等もあり、目標とする営業利益率5%に向け
てはまだ道半ばですが、収益構造は改善しつつあり
ます。
　今後につきましては、現在、来年度以降の新中期
経営計画を策定中であり、営業利益率5%の早期達
成に向け、さらなる収益性の改善を図るとともに、
　「高収益が見込める自主ビジネスの拡大」
　「  開発・パッケージベンダーからサービスベン

ダーへの変革」
　「プロジェクト損失防止等のリスクガバナンスの強化」
　「  働き方改革による付加価値創造に向けた生産性

の向上」
等を中心とした各施策に取り組んでまいる所存です。

▶売上高 （百万円）

▶経常損益 （百万円）

▶通期の連結業績予想

▶営業損益 （百万円）

▶親会社株主に帰属する四半期（当期）純損益 （百万円）
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中期的な計画について聞かせてください。

※  2014年8月1日に、当社は（株）アクセスと経営統合し、新たに「NCS&A（株）」として発足しました。2015年3月期の当社グループの業績につきましては、旧日本コンピューター・システム（株）の4ヶ月分（2014年4月
1日〜2014年7月31日）の連結業績に、通期は統合新会社であるNCS&A（株）の8ヶ月分（2014年8月1日〜2015年3月31日）、第2四半期は2ヶ月分（2014年8月1日〜2014年9月30日）の連結業績を合算した金
額となっております。

財務ハイライト（連結）Financial HighlightsTop Interview

Question
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8,896

通 期 第2四半期（累計）

190億円売上高

2.5億円経常利益

2億円営業利益

1.6億円
親会社株主に帰属する
当期純利益
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NCS

NCS&A ！
個人信用情報接続サービス Ｃｃｍｓ（シーシーエムエス）

個人信用情報機関に対応した最適なソリューションで
健全なローン社会づくりに貢献します

　〈Ｃｃｍｓ〉は、複数の個人信用情報機関への接続が
可能な個人信用情報接続サービスです。
　ローン市場が健全な生活サービスへとシフトする昨
今、金融機関は、自らの顧客企業への融資はもちろん
のこと、消費者向け貸付けについて、銀行による社会
的責任も踏まえた積極的な参加が望まれています。一
方で、銀行が消費者向け貸付けを行う場合、適切な審

査や厳しい取り立ての防止など、審査体制の構築が重
要になります。
　「指定信用情報機関制度」に基づく照会業務、報告
業務および精査業務に対する新規構築、事業拡大さら
には業務効率化や精度向上といった様々な要望に、ス
ピーディかつローコストで対応することを実現した審
査業務ソリューションです。

■ 現時点での個人信用情報機関

「指定信用情報機関制度」とは？

現在、さらなるお客様の満足度を高めるため、投資を行い機能の向上を図っ
ております。販売の拡大にも注力し、ストックビジネスの柱の一つとして
大きく成長させてまいります。

Ｃｃｍｓのイメージ（ＡＳＰサービスの場合）

導入実績

Ｃｃｍｓ
で解決！

●グループ各社において各社ごとの個人信用情報機関への接続（照会・
　報告・精査）を一元管理し、同一処理方法により実現したい。
●報告業務のエラーを減らし、指導や処分を受けるリスクを回避したい。
●個人信用情報機関の仕様変更に苦慮している。
●全件マスタを利用した非効率的な大量処理をなくしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

導入会社での課題・要望

大手ノンバンクおよび金融機関に40セットをご導入いただいております。

貸金業者
カード・
信販業者
等

Ｃｃｍｓ
照会サービス
報告サービス
精査サービス

個人信用情報機関（JICC、CIC、KSC）の各種サービスに対応すると共に、ビジネスモデルの変更や、
法的な対応に伴う個人信用情報機関の追加や切り替えを容易に実現します。

JICC

CIC

個人信用情報機関

クラウド KSC

２００６年改正貸金業法、２０１０年改正割賦販売法が完全施行され、総量規制や多重債務問題の解決を図るために
抜本的かつ総合的な対策が講じられました。その中で「過剰貸付の防止策」として、貸金業者が消費者の総借入残
高を把握し、返済能力を超える貸付けを抑止する仕組みとして創られたのが「指定信用情報機関制度」です。個人
向け貸付けを行う全ての貸金業者は、内閣総理大臣が指定する個人信用情報機関へ借り手の総借入残高を照会
し把握しなければなりません。また、指定信用情報機関は相互に残高情報等の交流（個人信用情報の交流）が義務
付けられています。

ＪＩＣＣ
株式会社日本信用情報機構

CIC
株式会社シー・アイ・シー

KSC
全国銀行個人信用情報センター
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　株式会社サトー（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：小瀧龍
太郎）からIBM i事業に関する各種契約上の地位を譲り受けました。
　ＮＣＳ＆Ａは、IBM iの可視化ソリューション〈REVERSE COMET i〉
と強みである各業種・業務のスキルに、ＩＢＭ i関連の顧客とスキル
ノウハウを加え、相乗効果により未開拓のＩＢＭ i市場でのビジネス
拡大を目指しています。
　事業譲受によりＩＢＭ i市場に対して、〈REVERSE COMET i〉の
販売およびシステム開発サービスの提供だけではなく、ネットワーク
を含めたインフラやオープン系のシステム提案など、トータルで

ＩＢＭ iをサポートできる体制となり、その優位性を活かして市場の
開拓に注力します。

　ＮＣＳ＆Ａは、多様な価値観をもつ優秀な人材を惹きつける活力あ
る企業風土、男女を問わず育児や介護と仕事を両立しながら社員が
その能力を最大限に発揮し、活き活きと働くことができる企業風土、
そして組織が健全な成果をあげ、社員が仕事を通じて大きな喜び
を得られる環境づくりを推進しています。
　活動２年目となった「女性活躍ワーキングチーム」では男性社員の
育児休暇や育児休職経験者も参加してコミュニケーションを活発に
し、制度改革の提言や社員間のネットワークの構築を進めています。
　勤務形態の多様化の取り組みとして、出勤時間の選択制を試行し
効果を評価中です。またテレワーク※勤務導入の検討や労働生産性
向上のための業務プロセスの改善に取り組んでいます。

　ＮＣＳ＆Ａは、当社の強みであるシステム資産可視化
ソリューション〈REVERSE PLANET®(リバースプラ
ネット)〉に、システム運用の可視化として、AI活用によ
る予防保守を実現します。
　〈REVERSE PLANET®〉では、アプリケーション保守
を構造分析、影響分析により可視化し、加えて、プロ
ジェクト管理、資産管理、運用の可視化に取り組んでい
ます。
　昨年度より研究開発を行ってきたAIを活用し、シス
テムの稼働ログやレポート、システムドキュメントと
いったテキスト情報から、IBM Watson※の自然言語
処理や機械学習により、ジョブ実行時間等運用に関わ
る指標の閾

しき
値
いち

を分析します。その閾
しき

値
いち

を〈REVERSE 
PLANET®〉のリポジトリに取り込み、日々のシステム
運用中に発生した異常値を検知することで、システム
の予防保守や障害時の対応スピードを早め、システム
責任者へのマネジメント情報を提供します。

　楽天カードが２０１７年４月から稼働した新たな基幹系システムに、システム資産可視化ソリューション〈REVERSE PLANET®
（リバースプラネット）〉が採用され、利用されています。〈REVERSE PLANET®〉が旧システムの可視化を果たし、旧システムか
ら新システムへの変換や改修作業での生産性・品質の向上に寄与したことが評価されました。引き続き、楽天カードの新たな
基幹系システムの安心、安全な稼働を支援してまいります。

3.株式会社サトーからIBM i事業譲受

4.働き方改革

1.自社製品へのAI活用

2.〈REVERSE PLANET®〉、楽天カード株式会社の
　新基幹系システムに導入

エクストラリポジトリによる運用の可視化

「一人ひとりの個性を大事にする企業文化の醸成」に向けて

トピックス Topics

Watson

本番稼働システム REVERSE PLANET

本番ソース
ライブラリ 差分ソース

REVERSE PLANET
言語解析リポジトリ

REVERSE PLANET
エクストラリポジトリ

アプリケーション
ログ

システム稼働
ログ

REVERSE PLANET
解析ログ

転送

連携

各種
レポート

システム
責任者 【マネジメントレポート】

分析結果を定期的に
アウトプット

※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。

※テレワーク：情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。

IBＭ iは、多くの中堅企業のシステムを支えているIBM社のオフィスコンピュー
タシステムシリーズです。〈REVERSE COMET i〉は、IBＭ iで稼働しているシ
ステムを容易に調査・分析し、将来に向けたシステム資産の有効活用を実現する
IT基盤ソリューションです。

ＩＢＭ ｉ市場

トータルサポート

〈REVERSE COMET i〉
システム開発サービス

インフラ
オープン系システム＋

ＩＢＭ ｉ可視化ソリューション
〈REVERSE COMET i〉

各業種・業務スキルの強み

ＩＢＭ ｉ関連
顧客・スキルノウハウ

働きやすい
働きがいのある会社

お客様・社会への
貢献

生産性の高い
創造性豊かな仕事
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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 1,384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
■ 丸の内オフィス 〒100-0005   東京都千代田区丸の内2丁目 

1番1号

子 会 社 ■ エブリ株式会社
■ NCSサポート&サービス株式会社
■ 株式会社ファインバス
■ 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                                       20,000,000株

株主数                                                            2,297名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

株式会社ZEN 1,851 10.05

日本電気株式会社 1,605 8.72

明治安田生命保険相互会社       1,061 5.76

丸山　幸男            1,041 5.66

ＮＣＳ＆Ａ従業員持株会   671 3.64

株式会社日本信用情報機構           530 2.88

小路口　謙治   419 2.27

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 2.16

（注）  当社は自己株式1,596千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 7.98% 証券会社 1.49%

外国法人等 1.25%

金融機関 9.54%

その他国内法人 
29.12%

個人・その他
50.62%

合計

20,000,000株

▶四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

▶会社概要 （2017年9月30日現在）

▶役 員 （2017年9月30日現在）

▶株式の概況 （2017年9月30日現在）

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 

● 取締役
代表取締役社長 松木　謙吾
取締役執行役員専務 山口　満之
取締役執行役員常務 小路口　謙治
取締役執行役員常務 高原　宏和
取締役執行役員常務 石原　清和
取締役執行役員常務 辻　　隆博
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 河上　正
執行役員常務 高森　正延
執行役員常務 片山　真也
執行役員常務 木下　幸夫
執行役員常務 成田　昌浩
執行役員 草彅　正利
執行役員 実近　哲也
執行役員 十河　哲也
執行役員 七野　広高
執行役員 小林　裕明
執行役員 吉村　孝文
執行役員 小崎　正己
執行役員 硎野　政弘
執行役員 田村　薫
執行役員 鈴木　幸司

▶四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

売上高

営業損失 経常損失

親会社株主に帰属する
四半期純損失

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

売上原価
販売費及び一般管理費

7,008
2,120

8,896

△233

20 1
営業外費用

△215

△315

9,029

37
118 110

特別利益
特別損失
法人税等合計

34
32
102

営業外収益

前第2四半期累計
2016年4月1日～2016年9月30日

当第2四半期累計
2017年4月1日～2017年9月30日

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てております。

資産合計
16,305

流動資産
13,007

固定資産
3,298

資産合計
15,494

有形固定資産
293

無形固定資産
513

投資
その他の資産
2,491

有形固定資産
319
無形固定資産
632

投資
その他の資産
2,540

流動資産
12,002

固定資産
3,492

負債
純資産合計
16,305

負債
6,421

純資産
9,884

負債
純資産合計
15,494流動負債

3,077
固定負債
3,343

流動負債
2,801
固定負債
3,340負債

6,141

純資産
9,352

前期末
2017年3月31日

当第2四半期末
2017年9月30日

前期末
2017年3月31日

当第2四半期末
2017年9月30日
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