
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
（http://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。

http://ncsa.jp

株主メモ

3円
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10円

普通配当
6円

合併
記念配当
4円

2015.3

6円

2016.3

6円
（予想）
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　当第2四半期連結累計期間の売上高は90億29
百万円（前年同四半期は売上高90億41百万円）と
なりました。
　利益面につきましては、生産性の向上や一般管
理費の削減に向けた取り組み等により利益率は改
善しつつあり、営業利益は37百万円（前年同四半期
は営業損失1億24百万円）となりました。また、経常
利益は1億18百万円（前年同四半期は経常損失98
百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1
億10百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属す
る四半期純損失1億3百万円）となりました。

　2017年3月期通期の連結業績につきましては、
金融事業の一部において受注の苦戦が予想されま
すが、他案件の獲得に注力することでカバーしてい

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済
は、雇用・所得環境の改善が続き、企業業績や設備
投資も底堅く、緩やかな回復基調で推移いたしまし
た。一方、アメリカの金融政策正常化の影響、中国
及びヨーロッパ経済の減速懸念等、先行きに不透
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
改善にともない金融分野を中心にIT投資の改善傾
向が見られ、また、ビッグデータ、IoT、AI、Fintech
等の新しい技術を用いたサービスの登場により、今
後ますますIT利活用の高度化・多様化が進展し、中
長期的にもITに対する需要は増加する可能性が高
い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、安定した
収益基盤の確立に向け、プライムビジネス（エンド
ユーザーからの直契約ビジネス）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）の強化に取

り組んでまいりました。プライムビジネスにつきまし
ては、好調なホテル事業の伸長に加え、当社独自のマ
イグレーションツール「AIRS（エアーズ）」を活用した生
命保険会社向けマイグレーションをはじめとする金融
分野の案件拡大に注力しました。また、株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ・イントラマートが開発したシステ
ム共通基盤「intra-mart（イントラマート）」を利用した
民間企業向けシステム開発の導入拡大に努めました。
　ストックビジネスにつきましては、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）」を複数の金融機関へ導入するとともに、
ホテル向けWEB予約システム「i-honex（アイホネッ
クス）」や資材調達サイト「WRSH（ウルシュ）」をはじ
めとするクラウドサービスの提供の拡大に注力いた
しました。加えて、中堅企業向けに開発した可視化ソ
リューション「REVERSE COMET i（リバースコメッ
トアイ）」を活用した新たなフルアウトソーシング
サービスの提供への取り組みを推し進めております。
　また、競争力強化に向けた主力製品および成長・
収益期待分野への投資を積極的に行うとともに、コ
スト構造改革として2016年4月より横断的な共通
業務を担う専任部門を新設し、システム開発作業の
効率化と外注費の抑制に取り組んでまいりました。

Answer

当期（2017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。

Question

Answer

Question
業績について説明してください。

　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。2017
年3月期第2四半期連結累計期間（2016年4月
1日～2016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

お客様の課題解決に貢献する ソリューションの提供に、
先進のITで取り組む
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くとともに、システム開発作業のさらなる効率化及
び内製化による利益率向上により、売上高190億
円、営業利益4億円、経常利益4億円、親会社株主に
帰属する当期純利益3億円を見込んでおります。な
お、期末配当は1株あたり6円を予定しております。

　中期経営計画の業績目標として、2018年3月期
に売上高200億円、営業利益10億円、営業利益率
5％を目指しております。
　実現に向けては高収益ビジネスへのチャレンジ
が不可欠であり、その中心となる柱が「プライムビ
ジネス強化」と「ストックビジネス強化・創出」です。
そのためにも、ソリューション力の増強が必要であ
り、中期経営計画の2年目となる当期は、ストックビ
ジネスの 主 力ソリューションである「REVERSE 
PLANET®」や当局指定信用情報機関接続ソリュー
ションとしての「Ccms（シー・シー・エム・エス）」、
自治体向け住民情報ソリューションとしての「The 
確定申告／国税連携 Ntax」の機能強化に積極的に

投資しており、今後も引き続き実施してまいります。
　受注面につきましては価格面での競争がより一
層激しさを増すなど厳しい環境が続いております
が、ホテル事業や可視化ソリューション関連事業に
ついては今後も堅調に推移するものと考えており、
家賃保証システム「Guras（グラス）」において新規
顧客を獲得するなど、新たなストックビジネスも
徐々に増加しております。今後も引き続き、パート
ナー企業との連携強化を図り、当社の強みを活か
した独自ソリューションの販売拡大に努めてまいり
ます。
　また、NCS＆Aグループにおける事業シナジーの
最大化を目指し、グループ企業内での積極的な事
業協力及び最適な事業再配置を実施していくとと
もに、オフショア開発拠点である恩愛軟件（上海）有
限公司のさらなる有効活用による利益率向上と国
内における人材不足の緩和を図ってまいります。

財務ハイライト（連結）Top Interview Financial Highlights

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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482

△103

132

725

110

通 期 第2四半期（累計）

190億円 4億円

4億円 3億円

売上高 営業利益

経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

中期的な計画を聞かせてください。

Answer

Question

※  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。
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NCS

NCS&A ！
情報システム資産可視化サービス
リバースエンジニアリング技術で情報システムを「見える化」し、長期的なＩＴ投資の最適化を実現

株式会社三菱総合研究所との業務提携

REVERSE PLANET ®

　企業が保有する情報システムは、運用年数が長くな
るほど複雑化する傾向にあります。その結果、保守・
運用コストが増え、さらに熟練技術者の減少により品
質を維持することが難しくなっています。〈REVERSE 
PLANET(リバースプラネット)®〉は、ＮＣＳ＆Ａ独自のリ
バースエンジニアリング技術※を用いて情報システム
を構造的に「見える化」するソリューションです。
　従来は手作業で行っていた現行システムの把握を
機械的に解析することにより、さまざまな角度からシ
ステム構造の分析や修正に伴う影響範囲の調査を、
データ項目レベルまで可能にしたツールです。「シス

テム資産がブラックボックス化してわからない」、「特
定の担当者に依存（属人化）している」、「ドキュメント
が陳腐化している」、「内部統制への対応を行いたい」
といった課題を解決し、効率の良いシステム開発及び
保守業務の標準化を実現します。
　システム内の調査作業において大幅な作業短縮や
正確性の向上を実現し、結果としてお客様のシステム
保守コストを削減し、且つより戦略的なITガバナンス
や人材再配置のご支援をします。

　ＮＣＳ＆Ａは、株式会社三菱総合研究所と業務提携し、
〈REVERSE PLANET®〉を活用した「情報システム資
産可視化サービス事業」に両社共同で取り組んでいま
す。ＮＣＳ＆Ａの技術と三菱総合研究所の高度なコンサ
ルティング力を組み合わせて、“長期にわたるＩＴ資産
の最適化”を提供します。
　大規模レガシーシステムを保有する金融分野では
特に潜在的需要があり、両社の強みを融合した拡販活
動により、地方銀行を中心に採用され稼働しています。

金融機関以外にも、多くの製造・流通企業で導入いた
だき、現在提案中の企業におかれましても積極的に採
用を検討されています。

株式会社三菱総合研究所の概要

従来の〈REVERSE PLANET ®〉は主に、COBOLやPL/I、
JCL等の言語を用いて開発されたメインフレームのシス
テムとJavaやC/C++等の言語を用いて開発された
オープンシステムを対象としていました。しかし、お客様
の情報システムの中には、VB.NET環境で開発したオー
プンシステムも併用しているケースもあり、これらの

オープンシステムもまとめて可視化し、情報システム全
体の最適化を図りたいという要望が増加しています。こ
のようなニーズに対応するため、VB.NET言語を可視化
対象に加え機能を拡張した「〈REVERSE PLANET®〉
オープン版」を2016年10月より提供することにいたし
ました。※リバースエンジニアリング技術とは、ソフトウェアやハードウェアなどを分解、あるいは解析し、

　その仕組みや仕様・目的・構成部品・要素技術などを明らかにすることです。

〈REVERSE PLANET ®〉オープン版の機能拡張を１０月から提供開始

本　社 東京都千代田区
事業概要 シンクタンク、コンサルティングサービス、ITサービス
設　立 1970年（昭和45年）5月
売上高 869億4百万円（2016年9月期連結）

サーバの
プログラム資材
（Java等）

クライアントの
プログラム資材
（VB.NET）

メインフレームの
プログラム資材
（COBOL等）

REVERSE PLANET®による
システム全体の可視化

メイン
フレーム サーバ クライアント

それぞれのリポジトリを一元管理
REVERSE PLANETのシステム解析機能メインフレーム

サーバ

クライアント REVERSE PLANET利用者
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【i Magazineとは】
　日本で唯一のIBM  i (AS400、System i、Power Systems)専
門誌であり、IBM  iをよりよく利用・活用するための情報を主軸に、
ユーザーに役立つ情報を提供している。

　ＮＣＳ＆Ａは、経営方針の「人を活かす
会社」の実現に向け、最大の財産である
社員の健康を願い、『健康経営』のさま
ざまな取り組みを推進しています。その
一つが総労働時間の縮減です。時間外
労働の事前申請・承認の徹底、週１回の
定時退社、出社時間選択制、管理職の率
先垂範、顧客・取引先への理解要請な
どを実行し、前年度より社員１人あたり
の時間外労働は大幅に縮減いたしまし

た。社員は各自で『マイスタイル勤務』を宣言し、ノー残業
デー、出社時間選択制、時短勤務等の勤務形態が明示的に
わかるよう、デスクに表示をしています。また、２０１６年度は
社員がプライベート生活や自己研鑽の充実を図れるように、
全社有給休暇取得促進日を７日設け会社の休業日といたし
ました。

　ＮＣＳ＆Ａは、女性が一層活躍し続けられる職場環境整備を進めて
います。その活動の一つとして育児休職中の女性社員と社長との対
談会を開催しています。育児休職中の方たちの近況報告や、在宅勤
務やシフト勤務など今後の働き方に対する意見交換を行い、社長よ
り子育てと復職後の活躍の期待を込めたエールが伝えられています。
　その他、女性社員のネットワークを広げるイベントの開催や、産休
育休に関するガイドブックの作成・配布などに取り組んでいます。

　城に天守を設ける１０の利点や目的（「城内を見渡せる」
「城外を見晴らせる」「守りの際の下知の自由」「敵の侵攻を
見渡せる」「非常の際に戦法を自在にできる」等々）を、江戸
時代の兵学では「天守十徳」と呼びました。
　２０１６年１０月にリリースしました《電守十徳》シリーズは、
さまざまな手段を組み合わせてお客様の城を守るＩＴ時代の

「天守十徳」を提供することをコンセプトに掲げた、ＮＣＳ＆Ａ
の情報セキュリティ対策サービス群です。情報セキュリティ
状況の評価・診断から構築・運用・教育までワンストップ
の対策で、お客様をセキュリティリスクから守ります。

　ＩＢＭ 製 サ ー バ ー「IBM i」の ユ ー ザ ー 向 け 専 門 誌 
「i Magazine」の2016年秋号において、可視化・分析ツー
ル〈REVERSE COMET i〉の特集と、お客様への導入事例
が掲載され、「IBM i」を利用している企業へ〈REVERSE 
COMET i〉の特長と、ＮＣＳ＆Ａの『システム資産の管理・
保守技術』の強みが広く認知されました。今後さらなる積極
販売を推進します。

3.健康経営の取り組み

4.ダイバーシティの推進

1.ＮＣＳ＆Ａ情報セキュリティ対策シリーズをリリース

2.ＩＢＭｉユーザー向け情報雑誌「i Magazine」に  
  〈REVERSE COMET i〉の特集記事

トピックス Topics

《電守十徳》シリーズ

育児休職中の女性社員と社長、上司も交えてコミュニケー
ションを図る

女性活躍

■NCS&Aの『健康経営』の考え方

健康経営

相互作用

取り組み 取り組み
推進責任者：社長

ワークライフ
バランス
社員の活性化

●「仕事の充実」と「仕事以外
　の生活の充実」
●モチベーションの向上
●時間的な余裕、自己研鑽の
　取り組み

生産性向上
組織の活性化

●業務改善促進、働き方に
　対する意識改革
●社員の創造性の向上
●病欠・病気休業の減少、
　プレゼンティーイズム*の
　減少

*プレゼンティーイズム
出勤していても体調不良等により本来発揮されるべきパフォーマンスが低下
している状態のこと

創　刊 2000年4月創刊（通巻92号）創刊17年目
発　行 2月・5月・8月・11月の年4回発行
部　数 定期購読約１万部　その他一括購入やイベント配布など

読者属性 ユーザー企業 80％　メーカーやビジネスパートナーなど 20％
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● 取締役
代表取締役社長 松木　謙吾
取締役執行役員常務 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
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 日詰　栄治

● 執行役員
執行役員常務 石原　清和
執行役員常務 辻　　隆博
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 草彅　正利
執行役員 実近　哲也
執行役員 十河　哲也
執行役員 木下　幸夫
執行役員 七野　広高
執行役員 成田　昌浩
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

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 1,383人（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                                       21,815,104株

株主数                                                            2,347名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

株式会社ZEN 1,851 9.76

日本電気株式会社 1,605 8.46

明治安田生命保険相互会社 1,061 5.60

丸山　幸男 1,041 5.49

ＮＣＳ＆Ａ従業員持株会 708 3.74

株式会社日本信用情報機構 530 2.80

小路口　謙治 401 2.16

株式会社クリナム 398 2.10

山田　欣吾 398 2.10

アイ・システム株式会社 398 2.10

（注）  当社は自己株式2,863千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

金融機関   8.81% 外国法人等 0.78%

証券会社 0.46%

自己株式 13.13%

その他国内法人 
25.16%

個人・その他
51.66%

合計

21,815,104株

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

当第2四半期末
2016年9月30日現在

前期末
2016年3月31日現在

流動資産 12,667 13,925
固定資産 3,411 3,303
　有形固定資産 263 270
　無形固定資産 416 300
　投資その他の資産 2,732 2,731
流動負債 2,961 3,562
固定負債 3,365 3,314
純資産 9,751 10,351
総資産 16,079 17,228

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てております。

当第2四半期累計
2016年4月  1日から
2016年9月30日まで

前第2四半期累計
2015年4月  1日から
2015年9月30日まで

売上高 9,029 9,041

売上原価 6,962 7,056

売上総利益 2,066 1,985

販売費及び一般管理費 2,028 2,109
営業利益または
営業損失（△） 37 △124
経常利益または
経常損失（△） 118 △98
親会社株主に帰属する四半期
純利益または四半期純損失（△） 110 △103

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てております。

当第2四半期累計
2016年4月  1日から
2016年9月30日まで

前第2四半期累計
2015年4月  1日から
2015年9月30日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 813 △34
投資活動による
キャッシュ・フロー 301 367
財務活動による
キャッシュ・フロー △1,045 △438
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △5 0
現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 64 △105
現金及び現金同等物の
期首残高 6,912 6,042
現金及び現金同等物の
四半期末残高 6,977 5,936

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てております。
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■ 総資産／■ 純資産（百万円）　  ● 自己資本比率（％）

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 会社概要 （2016年9月30日現在）

役 員 （2016年9月30日現在）

株式の概況 （2016年9月30日現在）

四半期連結損益計算書 （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）
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