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目目 次次

２２．．トピックストピックス [[１０月～１２月１０月～１２月]]

１．業績概況１．業績概況

３３．．通期の通期の業績業績見通し見通し
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主要経営指標主要経営指標
金額単位：億円

※当社は2004年5月20日をもって１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。当指標については

比較を容易にするため、2005年3月期期首に分割されたものとして記載しております。

１．１．業績概況業績概況 [[４４月～１２月月～１２月]]（連結）（連結）

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

一株当り四半期純利益一株当り四半期純利益

20020066年年33月期月期 第第33四半期四半期
44～～1212月実績月実績

前年同期比前年同期比

伸び率伸び率

((円円))

－－

－－

増増 減減売上高比売上高比

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

※

四半期純利益四半期純利益

1,1,658658 △△100100 △△5.75.7%%

6464 3.93.9%%

6666 4.4.00%%
△△66

△△66

△△9.09.0%%

△△9.09.0%%

918918
739739

555.45.4%%
444.64.6%% △△7474 △△9.19.1%%

△△2626 △△2.82.8%%

82.1082.10 △△2.382.38 △△2.82.8％％
4444 2.2.77%% △△11 △△2.82.8%%

フリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー －－＋＋4444 ＋＋9595 －－



－3－

主要経営指標主要経営指標
金額単位：億円

１．１．業績概況業績概況 [[１０１０月～１２月月～１２月]]（連結）（連結）

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

一株当り四半期純利益一株当り四半期純利益

20020066年年33月期月期 第第33四半期四半期
1010～～1212月実績月実績

前年同期比前年同期比

伸び率伸び率

((円円))

－－

－－

増増 減減売上高比売上高比

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

四半期純利益四半期純利益

544544 △△3232 △△5.65.6%%

1919 3.63.6%%

1919 3.63.6%%
△△66

△△66

△△25.125.1%%

△△26.226.2%%

301301
242242

555.55.5%%
444.54.5%% △△2222 △△8.48.4%%

△△1010 △△3.33.3%%

23.1323.13 △△8.048.04 △△25.8%25.8%
1212 2.2.33%% △△44 △△25.825.8%%

フリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー －－＋＋1717 ＋＋1717 －－
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20062006年年33月期月期
第第３３四半期実績四半期実績

20052005年年33月期月期
第第３３四半期実績四半期実績

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

＋＋1212
△△9191

1,7581,758
億円億円 1,6581,658

億円億円

＋＋1717

前年同期比前年同期比 △△１００１００億円億円（△（△５５．．７７%%））

△△3838

【保守（注力領域）】
・ｿﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ、協業拡大による
他社機保守、IT/NW統合領
域取込等による増

【サプライ】
・前期の新札対応機器入替特需の反動
による減（△26億）
・機器更新需要拡大による増（＋15億）
【システム展開】
・競争激化による受注単価の低下に
伴うｼｽﾃﾑ展開減（△27億）

【運用サポート】
・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ需要を捉えた運用
代行ｻｰﾋﾞｽの増

売上高増減要因売上高増減要因

【保守（既存領域）】

・ｵｰﾌﾟﾝ化の進展による
保守契約減（△46億）
・製品品質の向上による
修理ｻｰﾋﾞｽ減（△45億）

・ｽﾄｯｸ注力・ｽﾄｯｸ注力領域（ｿﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ・運用ｻﾎﾟｰﾄ）は堅調領域（ｿﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ・運用ｻﾎﾟｰﾄ）は堅調

・・受注単価低下受注単価低下等によりﾌﾛｰ領域（ｻﾌﾟﾗｲ・ｼｽﾃﾑ展開）は伸張せず前期比減収等によりﾌﾛｰ領域（ｻﾌﾟﾗｲ・ｼｽﾃﾑ展開）は伸張せず前期比減収
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原価低減原価低減効果／効果／注力事業拡大に伴う利益増も、注力事業拡大に伴う利益増も、
売上減少売上減少／／単価下落による減益を補えず単価下落による減益を補えず

経常利益経常利益増減要因増減要因

7272
億円億円 6666

億円億円

前年同期比前年同期比 △６△６億円億円((△△９．０９．０%%))

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

＋＋44

＋＋77

＋＋77

20062006年年33月期月期
第第３３四半期実績四半期実績

20020055年年33月期月期
第第３３四半期実績四半期実績

△△1919

・運用ｻﾎﾟｰﾄ売上増、

利益率改善による

利益増

・全社共通費

の削減

・販売費減

・修理／保守における

売上減と価格下落の

影響による利益減

＋＋11
△△66

・ｻﾌﾟﾗｲ/ｼｽﾃﾑ展開に
おける売上減による

利益減

・保守注力領域の

売上増による利益増

・ｻﾌﾟﾗｲ/ｼｽﾃﾑ展開
での内工化等による

利益率改善
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ＣＣ

ＳＳ

顧客満足度調査で顧客満足度調査でＶ４達成Ｖ４達成((１１１１月月))

ヘルプデスク業務においてヘルプデスク業務において「「BS7799BS7799--22」を取得」を取得((１１月１１月))

マツダにＩＴＩＬをベースとした運用管理サービスを提供マツダにＩＴＩＬをベースとした運用管理サービスを提供((１１月１１月))

＊｢ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ顧客満足度調査（J.D.ﾊﾟﾜｰ ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ社）｣の保守･ｻﾎﾟｰﾄ
において４年連続Ｎｏ．１を獲得。

＊iＳｏｌｕｔｉｏｎ拠点での業務に加え、ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務においても、ｾｷｭﾘﾃｨ管理ｼｽﾃﾑの
国際規格「BS7799-2：2002」を取得。

＊ ITILﾍﾞｰｽの運用でお客様の運用ｺｽﾄを削減するとともに、ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙを向上。

２．トピックス２．トピックス [[１０月～１２月１０月～１２月]]

＊保守サービスの受付窓口であるコールセンター業務が評価され、ＣＲＭ協議会が
選定する「２００５年度ＣＲＭベストプラクティス賞」を受賞。

「２００５年度ＣＲＭベストプラクティス賞」を受賞「２００５年度ＣＲＭベストプラクティス賞」を受賞（１１月）（１１月）

安心・安全を提供するサービスメニューの強化安心・安全を提供するサービスメニューの強化
＊ＨＤＤからの情報漏洩防止装置「ｌｏｃｋ-ｉｔ！」（１０月）／個人情報の存在を明らか
にする個人情報検出ｻｰﾋﾞｽ（１０月）／ﾃﾞｰﾀを暗号化してﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟするｾｷｭｱﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ構築ｻｰﾋﾞｽ（１２月）

成成

長長

Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｓ
ＲＲ
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主要経営指標主要経営指標

金額単位：億円

３３．．通期通期のの業績業績見通し見通し（連結）（連結）

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益経常利益

一株当たり当期純利益一株当たり当期純利益

２００６年３月期２００６年３月期
通期見通し通期見通し

前期比前期比
伸び率伸び率

((円円))

増増 減減売上高比売上高比

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

※

当期純利益当期純利益

2,4402,440

118118
120120

1,4701,470
970970

146.68146.68
8080

－－

4.8%4.8%

4.9%4.9%

3.3%3.3%

－－

39.8%39.8%
60.2%60.2%

＋＋2424

＋＋33
＋＋33

△△110110
＋＋135135

＋＋67.4167.41
＋＋3636

＋＋1.0%1.0%

＋＋3.0%3.0%
＋＋2.6%2.6%

△△10.3%10.3%
＋＋10.1%10.1%

＋＋84.3%84.3%
＋＋84.3%84.3%

※※中間期の公表値から変更無し中間期の公表値から変更無し

※当社は2004年5月20日をもって１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。当指標については

比較を容易にするため、2005年3月期期首に分割されたものとして記載しております。
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ご参考：ご参考： トピックストピックス [[４４月～月～９９月月]]

＊営業～運用迄の一貫体制（東西システムサービス事業部）
＊サービス分類の枠を越えた協業／連携事業拡大（マーケティング本部）
＊ＣＳ／ＣＳＲ／人材戦略の遂行（ＣＳ経営推進部／ＣＳＲ推進部／教育部）

成長を推進する新体制の構築成長を推進する新体制の構築((４月４月))

＊大和ｲﾝﾍﾞｽﾀｰﾘﾚｰｼｮﾝ「インターネットＩＲサイトの優秀企業」に３年連続で選出（４月）
＊「ＦＴＳＥ４ＧｏｏｄＧｌｏｂａｌＩｎｄｅｘ」銘柄に継続採用（８月）

ＣＳＲ活動に対する高評価の継続（４月、８月）ＣＳＲ活動に対する高評価の継続（４月、８月）

＊内工化を促進する「ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄｸﾙｰ株式会社」が７２名体制で営業開始（４月）
＊中国での事業拡大に向けた合弁会社「ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司」
営業開始（５月）

子会社の営業開始（４月、５月）子会社の営業開始（４月、５月）

＊ビジュアルテクノロジー（株）と高性能サーバの保守サービスで協業（７月）
＊アイ・オーデータ機器とＰＣ用液晶ディスプレイの保守サービス分野で協業（７月）
＊ＩＴＩＬに基づくＩＴシステム運用を実現するため「ＩＴマネジメントサービス」を提供開始（７月）

事業拡大に向けた協業／新サービスの展開（７月）事業拡大に向けた協業／新サービスの展開（７月）

＊宮城県沖地震本部設置（９月）
＊台風１４号災害対策（９月）

自然災害に対する迅速な対応（９月）自然災害に対する迅速な対応（９月）
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資料についてのご注意資料についてのご注意

本資料に記載いたしました認識､戦略､計画などのうち､将来の動向や業績等に関する見通しは､歴史

的事実でないために､不確定な要因を含んでおります。

実際の業績は､さまざまな要因により見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご了承願

います。

実際の業績に影響を与えうる重要な要因には､当社の事業を取り巻く経済情勢､社会的動向､当社の提

供するサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などがあります。なお､業績に影響を与

えうる重要な要因は､これらに限定されるものではありません。


