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＜プレスリリース＞ 

ニイウス コー株式会社 

(コード番号：2731) 
 

ニイウス コー、平成 19 年 6 月期中間期（平成 18 年 7 月~12 月）連結決算開示 
前年同期比売上高 10.3%減、経常利益 52.0%減 

 
ニイウス コー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：末貞 郁夫、以下 ニイウス 

コー）は、平成 19 年 6 月期中間期決算（平成 18 年 7 月～12 月）の連結売上高が 329 億 1,700

万円(前年同期比 10.3%減)、連結経常利益が 10 億 6,500 万円（同 52.0%減）、連結当期純利益が

△20 億 5,000 万円(同 264.4%減)であったと発表しました。 

 

売上高および経常利益については、金融機関向けディーラー・ビジネスでは、ハードウェア

の低価格化と小型化の急速な進展が発生、売上を下げたのと、サービス・ビジネスの基幹であ

る Web 版 ASP サービスでは導入開始の遅延などにより、売上が未達になりました。このため前

年同期比減収、減益となりました。 

また特別損失として、13 億 5,600 万円のソフトウェア評価損および 13 億 3,700 万円の貸倒

引当金を計上いたしました。貸倒引当金の内容は、7 億 7,900 万円が複数の医療法人に対する 9

ヶ月を越えた売掛金について保守的に計上したもの、5 億 5,700 万円が性能未達製品の仕入返

品に伴う未収金に対して、回収交渉が 18 ヶ月に達したため計上したものです。 

 

 ビジネスタイプ別では、ディーラー・ビジネス売上高は、248 億 6,200 万円（構成比 75.5%）、

サービス・ビジネス売上高は、80 億 5,400 万円(同 24.5%)となりました。 

 

製品別では、ハードウェア売上高は、127 億 7,900 万円(前年同期比 11.1%減)、ソフトウェア

売上高は、80 億 6,500 万円(同 31.6%減)、開発・SE サービスその他の売上高は、120 億 7,200

万円(同 14.6%増)となりました。ハードウェアは、価格低下や PC サーバを中心とする小型機器

の伸長が、売上高減少に大きな影響を与えました。ソフトウェアは、自社ソフトウェアを中心

とするパッケージ販売が前年同期に比べ縮小したため、売上高が減少しました。開発・SE サー

ビスその他については売上高・利益率共に順調に推移しており、今後も引き続きこの分野を拡

大してまいります。 

 

また、当社グループは、事業の現況に応じた事業計画値の見直しを行ないました。平成 19

年 6 月期通期の連結業績につきましては、連結売上高 755 億円（前年同期比 2.2％減）、連結経

常利益 24 億円（同 57.8％減）、連結当期純利益△13 億円（同 142.1％減）を見込んでおります。

配当については予想税引後経常利益15億円に対して40%の配当性向で配当を予定しております。 
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今後も当社グループは、堅調なディーラー・ビジネスに加え、金融業界と医療業界を中心に、

ASP サービスをコアとしたサービス・ビジネスを展開してまいります。さらに、特定業種に特

化しない ASP サービスの実現にも取り組み、サービス・メニューの拡充を目指します。このよ

うな成長戦略を推進しつつ、お客様の経営の合理化を図る需要および新技術に関連した需要を

掘り起こし、引き続き収益拡大に向けて取り組んでまいります。 
 

 
詳しくはこちらへ 
 
 

以上 

 
 
■ニイウスグループについて 
ニイウスグループは、主に金融および医療機関向けにビジネス・サーバ・システムによる情報

システム構築を行なうソリューション・プロバイダーです。1992 年 7 月の設立以来、高度な

SE 技術力と積極的な事業展開により、高い成長を遂げてきました。近年は、新たに医療ビジネ

ス分野への参入やデータセンター運用体制の強化に取組んでいます。持株会社「ニイウス コー

株式会社」は、グループ全体の意思決定機関として、経営のスピードと透明性の向上を図り、

株主重視の経営体制を確立します。傘下の事業会社には、金融機関向けビジネスを展開する「ニ

イウス株式会社」、金融コンサルティング・ビジネスを展開する「株式会社ニイウス金融エンジ

ニアリング・グループ」、医療情報システム・ビジネスを展開する「ニイウスメディカルシステ

ム株式会社」、金融および医療ビジネスの開発全般を担う「ニイウス SE 株式会社」、データセ

ンター事業ならびに JAVA 開発センター事業を手がける「株式会社ビックニイウス」がありま

す。 
詳細については http://www.niwsco.co.jp/ をご覧ください。 
 

 
本件に関するお問い合わせ先 
 

ニイウス コー株式会社 （広報担当：ニイウス コー株式会社 広報室 高山） 

Tel：03-5117-7615  ｅ-mail：press@niws.co.jp
  ホームページURL： http://www.niwsco.co.jp/（ニイウス コー株式会社） 

 
株式会社パブリシス（ニイウス PR 代理  担当：竹村、竹内） 

Tel：03-5719-8901     Fax：03-5719-8919  e-mail：niws@publicis.co.jp
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参考資料） 

ニイウス コー株式会社 

(コード番号：2731) 
 

平成 19 年 6 月期中間期決算（連結） 
 

単位：百万円 
     

今期実績（連結）  前年同期比  昨年実績（連結）

      

売上高 36,703 32,917  -10.3% 

     

売上原価 27,017 26,033  -3.6% 

(73.6%) (79.1%)   （売上原価率） 

     

売上総利益 9,685 6,883  -28.9% 

(26.4%) (20.9%)   （売上総利益率） 

     

販売管理費 7,459 5,733  -23.1% 

(20.3%) (17.4%)   （売上販管費率） 

     

営業利益 2,226 1,150  -48.3% 

(6.1%) (3.5%)   （売上営業利益率） 

     

営業外損益 -5 -85  - 

     

経常利益 2,221 1,065  -52.0% 

(6.1%) (3.2%)   （売上経常利益率） 

     

特別損益 -10 -2705  - 

     

税金等調整前中間（当期）純利益 2,210 -1,640  -174.2% 

(6.0%) (-5%)   （売上利益率） 

     

中間（当期）純利益 1,247 -2,050  -264.4% 

(3.4%) (-6.2%)   （売上純利益率） 

 
*金額は百万円未満を切捨てております。 

 
 

以上 
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