
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 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）

（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。

株主メモ

2019年4月1日～2019年9月30日



トップメッセージ　◆ Top Message

　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。2020年3月期第2四
半期連結累計期間（2019年4月1日～2019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　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
トップメッセージ

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

・・・・・・・・・・・・・・・・P.01

・・・・・・・・・・・・・・P.06

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.07

・・・・・・・・・・・・・・P.09

・・・・・・・・・・・・P.10

当期（2020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。

市場環境の緩やかな改善が続くなか、
積極的な投資、受注活動を推進しました。

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済
は、米中の通商問題に係る緊張増大による影響が懸
念されるなか、企業収益は高い水準で底堅く推移し、
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、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）」に関するIT投
資や、コンプライアンス対策、法令対応を目的とし
たIT投資、「働き方改革」の実現に向け業務効率化
を目的としたIT投資等、国内企業のIT活用は多様化
しており、市場環境は緩やかな改善が続きました。
　当社グループは、「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、安定した収益基盤
の確立に向け、積極的な投資及び積極的な受注活
動を推進しました。

当期（2020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。

主力ソリューションを中心に
業績を拡大することができました。

売 上 高

109億43百万円
［前年

同期比 16億11百万円増収］

営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に帰属する
四半期純利益

5億22百万円 5億50百万円 6億44百万円
［前年

同期比 2億45百万円改善］［前年
同期比 2億55百万円改善］［前年

同期比 4億26百万円改善］

●第54期第2四半期累計連結業績
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トップメッセージ　◆ Top Message

顧客ニーズが高まりを見せるなか、既存顧客の深耕
やアライアンス先との協業による導入ユーザー数
の拡大に努め、売上が伸長しました。また、2019年
から2020年にかけて予定されているWindows7
等のサポート終了に伴い、パソコン及びサーバ機器
の更新需要を積極的に取り込んだ結果、ハードウエ
ア売上が大きく増加しました。
　受注を拡大させる一方で、開発プロジェクトの損
失を最小限に抑えるべく、PMO（プロジェクトマネ
ジメントオフィス）が現場に一歩踏み込んで課題を
共有し、現場とともに課題解決にあたりました。問題
プロジェクトの「キズ」を最小限に抑えていくことで、
売上総利益率の改善につながりました。

　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しました。また、2019年
10月より実施の消費税の軽減税率制度へのシステ
ム対応案件が、ホテルシステム事業、外食システム
事業を中心に増加しました。
　自社開発製品である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、経済産業省が警鐘を鳴らしている

「2025年の崖」問題（老朽化・肥大化・複雑化及び
ブラックボックス化した既存システムがDX推進の
足かせとなり、ひいては国際競争への遅れや経済停
滞に繋がる）に関連し、システムの可視化に対する

業績について説明してください。

売上、利益ともに堅調に推移しました。

　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16億11百万円

（17.3%）増収の109億43百万円となりました。利
益面につきましては、販売費及び一般管理費が前年
同四半期に比べ増加したものの、増収効果及び売
上総利益率改善による売上総利益の増加がそれを
吸収したことから、営業利益は前年同四半期に比べ
2億45百万円改善の5億22百万円、経常利益は前

年同四半期に比べ2億55百万円改善の5億50百万
円となりました。
　また、当第1四半期において、顧客のシステム統
合化計画の見直しにより、導入済みの当社開発パッ
ケージに係る保守契約の中途解約が発生しました。
これに伴い発生した違約金収入1億55百万円を特
別利益に計上したことから、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4億26百万円
改善の6億44百万円となりました。
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純損益
通 期 第2四半期（累計）
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トップメッセージ　◆ Top Message 中期経営計画の進捗

　2020年3月期の連結業績予想につきましては、
現時点では変更なく、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）を見込んでおります。

（注）  上記の連結業績予想は、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。

通期の見通しについて聞かせて
ください。

期首の予定どおり、増収増益を
見込んでいます。

　当第2四半期連結累計期間の当社連結業績は売
上面、利益面ともに堅調に推移しました。第3四半
期以降につきましては、増税や自然災害による国
内景気の悪化、米中貿易摩擦の長期化による世界
経済への悪影響などの懸念がありますが、当社グ
ループは引き続き「トップラインの拡大」をはじめと
した各施策を推進し、通期計画の達成を目指して
まいります。

8円 8円

12円

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

（予想）
12円

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2年目の2019年度第2四半期連結累計期間は、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109億円、営業利益5億円となり、前年度実績（売上高93億円、営業利益2億円）を上回ることができました。2019年
度期末に向けては、改善してきた収益基盤を安定的に持続させることに一層注力し、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

150

200

0

5

10

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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トピックス　◆ Topics

　経済産業省が警鐘を鳴らしている
「2025年の崖＊」に対応すべく、NCS＆A
では老朽化・肥大化・複雑化及びブラッ
クボックス化しているお客様の基幹業
務システム（レガシーシステム）を、NCS
＆AのAAA（トリプルエー：プログラム
ソースを分析し移行対象資産を確定さ
せるサービス）とAIRS（エアーズ：プロ
グラムソースの変換サービス）を利用し
たマイグレーションで、新しいシステム
環境に置き換えるビジネスを展開して
います。
　前年度は、マイグレーション後の現新
比較テストを自動化するツールを開発
しました。実プロジェクトで実行したと
ころ、37％の工数を削減することがで
きました。今年度は、AAAの機能を補う
べくプログラムソースだけでなく画面
や帳票をも分析し移行対象を確定させ
るサービスを開発しています。
　今後SI型ビジネスだけでなく大手
SIerへのサービス提供型ビジネスも試
行し、NCS＆Aの事業の柱になりうるビ
ジネスになると、大いに期待しています。

　NCS＆Aでは、中期経営計画の目標である『人が活き活きと働ける会社に』を実現するために本当の意味での
『働き方改革』を目指しています。
　また、リスクマネジメントの観点からも、近時は労働諸法令に対するコンプライアンスへの取り組みが必要と
なっており、企業の人事・労務の見直しを迫るもので対応は必須です。
　人事・労務の諸規程などの法令遵守の確認はもとより、“働く”をもっと良いものにするために、実際の日々
の労働環境を見直す具体的な取り組みによる『働き方改革』を進めていくことが重要であると考え、取り組んで
います。

マイグレーションビジネスの展開 働き方改革の取り組み
「2025年の崖」を超えるために！！ 時間外を削減することが『働き方改革』ではありません

＊レガシーシステム（最新の技術や製品を用いた情報システムに対して相対的に時代遅れとなった古いシステムのこと）が、デジタルトランスフォーメーション（DX：新たな
デジタル技術を利用する新しい製品・新しいビジネスモデルで競争に勝つこと）を推し進めようにも、足かせとなって、なかなか前に進まず、ひいては国際競争に負けてし
まうと警鐘

PJ計画
□休暇予定を組み込んだ作業計画
□特定要員へ作業を集中させない工夫

管理者の心得
□上司から部下への17時半以降及び土日の

メール禁止
□上司から部下への退社間際の呼び止め禁止

日々のスケジュール策定
□月初に月予定を立ててスタート
□月半ばに月予定の見直し

長電話禁止／メール作業効率化
□電話及びメールで議論は行わない
□メールは要点を簡潔に記載、長文を語らない
□作成側読み手側の時間短縮を図る

会議効率化／時間短縮
□会議アジェンダと会議資料、事前準備と事前共有
□会議時間厳守、質の向上
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資産合計
16,550

流動資産
13,999

固定資産
2,551

資産合計
16,376

有形固定資産
343

無形固定資産
454

投資
その他の資産

1,754

有形固定資産
313
無形固定資産
414

投資
その他の資産
1,792

流動資産
13,856

固定資産
2,520

負債
純資産合計
16,550

負債
7,967

純資産
8,583

負債
純資産合計
16,376

流動負債
4,189

固定負債
3,777

流動負債
3,733
固定負債
3,675

負債
7,409

純資産
8,967

前期末
2019年3月31日

当第2四半期末
2019年9月30日

前期末
2019年3月31日

当第2四半期末
2019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）

売上の増加に伴い受取手形及び売掛金などが増
加しましたが、配当金及び税金の支払いにより現金及び
預金が減少したことなどにより、総資産は1億74百万円
減少しました。

未払法人税等、未払金、賞与引当金がそれぞれ減
少したことなどにより、負債は5億58百万円減少しました。

利益剰余金が増加したことなどにより、純資産
は3億83百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
で税金等調整前四半期純利益を計上しましたが、売上債
権の増加、法人税等の支払い、財務活動によるキャッシュ・
フローでの配当金の支払いなどにより、現金及び現金同等
物は6億21百万円減少しました。

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 1,382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
■ 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                                                            2,309名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

株式会社ZEN １，８５１ １０．１０

日本電気株式会社 １，６０５ ８．７６

明治安田生命保険相互会社 １，０６１ ５．７９

丸山　幸男 ９９４ ５．４２

ＮＣＳ＆Ａ従業員持株会 　　６６１ ３．６１

株式会社日本信用情報機構 ５３０ ２．８９

小路口　謙治 ４３３ ２．３６

株式会社クリナム ３９８ ２．１７

アイ・システム株式会社 ３９８ ２．１７

梶川　融 ３９７ ２．１７

（注）  当社は自己株式1,682千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 8.41% 外国法人等 2.22%

証券会社 1.83%

金融機関 8.61%

その他国内法人 
28.30%

個人・その他
50.61%

合計

20,000,000株

会社概要 （2019年9月30日現在）

役 員 （２０１９年９月３０日現在）

株式の概況 （2019年9月30日現在）
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現金及び
現金同等物の
期首残高

7,011

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

△338

財務活動による
キャッシュ・フロー

△230

営業活動による
キャッシュ・フロー

△49

投資活動による
キャッシュ・フロー

△3
現金及び

現金同等物に
係る換算差額

7,632

当第2四半期累計
2019年4月1日～2019年9月30日
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