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各位 

平成 21 年 2月 27 日 

     会 社 名 株式会社デュオシステムズ  

    代表者名 代表取締役社長  宇田川 一則 

     （コード番号：3742 東証マザーズ） 

      問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 

        志熊昌宏（03-5319-3668） 

 
 

事業の現状、今後の展開等について 
 
 当社は、事業の現況、今後の展開等について、下記のとおり株式会社東京証券取引所に対し、同社

有価証券上場規程第 603条第 1項第 5号 aに定める書面を提出いたしましたので、お知らせいたしま
す。 
 本書面の提出により、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 603条第 1項第 5号 aに定める
期間は 9ヶ月となり、平成 21年 8月 31日までのいずれかの月において月間平均時価総額および月末
時価総額が 3億円以上となったときは、同上場廃止基準には該当しないことになります。 
なお、株式会社東京証券取引所より、平成 20年 10月 30日付で平成 20年 10月から同年 12月ま
での間、一時的に上場株券に係る時価総額基準の適用が停止される旨、及び平成 21年１月 13日付で
平成 21年１月より同年 12月末までの間、一時的に基準を一部変更して適用される旨の公表がなされ
ております。 
当社では、下記に記載いたしました今後の展開における改善施策を推進することにより業績の更な

る回復を図り、市場からの評価を向上させることによって時価総額 3億円以上へ回復し、今後も東京
証券取引所での上場を維持するよう努める所存です。 
 
 

記 
 
Ⅰ 事業の現況 
 

1. 事業の概要 
当社は、中央省庁・地方自治体・独立行政法人等の「業務・システム最適化ソリューショ

ン」を主な事業領域としております。 
国における業務・システム最適化は、ⅰ業務とシステムを可視化するためのＥＡというフ

レームワーク ⅱ最適化計画に基づいて予算要求を行う各府省、予算要求の査定をする財務

省、検査を行う会計検査院、これらを評価する電子政府評価委員会といった組織のあり方 ⅲ

情報システムの調達の指針を示した調達ガイドラインと各調達の評価を行う総務省 ⅳ情報
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システムの開発・運用のプロジェクト管理を指導・評価する各府省のＰＭＯといった複合的

なプログラムとなっています。 
また、総務省は電子自治体の推進のために、共同アウトソーシング事業や自治体ＥＡ事業

を進めてきましたが、これらの事業を体系的に適用するための指針として、地方公共団体に

おけるＩＴガバナンスの強化ガイドを平成１９年７月に公開しました。 
 
ＩＴガバナンスの 6分野 9項目の取組み 

1-1 ＩＴ利用の基本方針策定 
1 基本戦略 

1-2 全体最適化の取組み 
2-1 組織体制の確立 

2 推進体制 
2-2 人材の確保・配置 
3-1 予算・実施計画の策定 

3 予算・実施計画・評価 
3-2 評価の実施 

4 調達・開発・運用 4 調達・開発・運用の管理 
5 情報セキュリティ 5  情報セキュリティの確保 

6-1 標準化・知識共有 
6 標準化・知識共有・人材育成 

6-2 人材の育成 
（出典：「地方公共団体におけるＩＴガバナンスの強化ガイド」Ｈ19年 7月総務省） 

 
「業務・システム最適化ソリューション」としては、ⅰ基本計画策定支援 ⅱ技術支援 ⅲ

プログラムマネジメントのフレームワークの提供 ⅳ共同アウトソーシング支援 などのサ

ービスを提供しております。 
 
ⅰ 基本計画策定支援 
 基本計画策定支援分野に関しましては、「業務・システム最適化計画」「ＩＴ調達改革」「Ｉ

Ｔ人材育成」「フィジビリティスタディ」等の業務を行っております。 

 

ⅱ 技術支援 
 技術支援分野に関しましては、「新規導入・再構築・機種変更などシステムの開発および維

持管理に係る技術的な支援」「業務・システムの最適化の見直しなど、開発の進め方、プロジ

ェクト管理の適正化指導」等の業務を行っております。 
 
ⅲ プログラムマネジメントのフレームワークの提供 
 プログラムマネジメントのフレームワークの提供の分野では、「システム開発、維持管理業

務の成果の定量の測定」「積算基準の作成」「投資対効果の評価」等の業務を行っております。 
 
ⅳ共同アウトソーシング支援 
 共同アウトソーシング支援分野に関しましては、「SaaS、SOA 等技術支援」「基本構想策
定支援」「実施計画策定支援」等の業務を行っております。 
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 また、業務・システム最適化ソリューションの徹底した追及型のコンサルティングとしま

して、「ＩＴ予算の査定」「調達査定」「評価支援業務」の 3業務を一括して行うことにより、
各クライアントのＩＴ予算の削減を行うことができ、削減できた予算に関しまして再投資に

有効活用され、更なる効率化・ＩＴ化の推進が可能となるサービスに関しても積極的に展開

しております。コンサルティングの実施により、10%から 20%のＩＴ予算の削減ができ、各
クライアントからも高い評価をいただいております。 
 

2. 業績の推移 
 

（1） 近年の業績の推移 
 
第 16期以降の業績の推移は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

回 次 第 16期 第 17期 第 18期 第 19期 第 20期 
決 算 年 月 平成 16年 12月 平成 17年 12月 平成 18年 3月 平成 19年 3月 平成 20年 3月 

売 上 高 995,619 633,645 204,674 910,407 1,181,599 
経 常 利 益 58,375 △218,207 3,826 △55,593 △418,726 
当期純利益 42,834 △116,483 △27,559 △218,447 △1,757,569 

     注 1）平成 16年 11月にシステム開発部門を分離し、連結子会社株式会社ピコラボを設立しました。 
 2）株式会社ピコラボは平成 17年 11月に全株売却し、連結対象の範囲から除外しております。 
 3）第 18期は、決算期変更のため 3ヶ月決算となっております。 
 4）平成 18年 8月、株式交換によりモイス研究所株式会社の全株式を取得し、連結子会社とし 

ました。  
 

 第 16期における決算の概要に関しましては、売上高は、システム開発の民間向け大型案件が

あったこと及び官公庁向け案件が好調だったことから 995百万円となり、株式上場に伴う一般

管理費及び営業外費用の増大等を吸収し、経常利益は 58百万円となりました。また、本社移転

に伴い特別損失が 15百万円発生したこと等により、当期純利益は、42百万円となりました。 

 

 第 17期の決算の概要に関しましては、業務・システム最適化計画に関する取組みを強化する

とともに、公共関連の情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官業務を数多く受託いたしました。こ

の結果、公的部門の受注比率が高まり、提供するソリューションが質的に変化する過程では、

営業面でのボリュームを追求しづらくなり、売上高は 633百万円となりました。 

また、戦略的にリソースを投入してきた大型プロジェクトの契約条件の見直しに伴う費用負担

の発生と機会損失等の要因もあり経常損失は 218百万円、連結子会社株式会社ピコラボの株式

売却益を特別利益として計上した結果、当期純損失は 116百万円となりました。 

 

 第 18期の決算の概要に関しましては、公的機関の予算執行時期と当社の売上計上時期を合わ
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せるため、当連結会計年度から決算期を３月に変更しております。よって当連結会計年度は３

か月の変則決算となっております。 

 売上高は、第 17期に引き続き、業務・システム最適化計画に関する取組みを強化しましたが、

上記３か月の変則決算であることにより 204百万円となり、また、経常利益は 3百万円となり

ました。 

 なお、投資の評価について慎重な見積りを行った結果、特別損失として減損損失 29百万円を

計上しております。この結果、当期純損失は 27百万円となりました。 

 

 第 19期の決算の概要に関しましては、当連結会計年度中の平成 18年８月に、モイス研究所

株式会社を連結子会社としたことにより、従前の「業務・システム最適化ソリューション」事

業にモイス研究所株式会社が担っている「医療関連支援システム」事業が加わりました。 

 「業務・システム最適化ソリューション」事業の売上高は、公共機関に対する実績は確実に

積み重なっているものの一部案件の失注等もあり、512百万円、「医療関連支援システム」事業

の売上高は、当第３四半期より反映されていることから、397百万円となり、連結売上高は 910

百万円となりました。 

 また、上記「業務・システム最適化ソリューション」事業の売上高の計画未達、モイス研究

所株式会社を子会社化したことによるのれんの償却負担が発生したこと等の一般管理費の増大、

及びモイス研究所株式会社の有利子負債の金利負担等の営業外費用の増大により、経常損失は

55百万円となりました。 

 さらに、モイス研究所株式会社の税効果の見直し 128百万円が発生したこと等により、当期

純損失は 218百万円となりました。 

  

 第 20期の決算の概要に関しましては、「業務・システム最適化ソリューション」事業の売上

高は、公共機関に対する実績は確実に積み重なっているものの一部案件が翌期にずれこんだこ

と及び失注が生じたことにより、426百万円、「医療関連支援システム」事業の売上高は、通期

の数値が反映されたことから、754百万円となり、連結売上高は 1,181百万円となりました。 

 また、モイス研究所株式会社の保有する債権に対する貸倒引当金繰入額計上等の一般管理費

の増大及び有利子負債の金利負担等の営業外費用の増大により、経常損失は 418百万円となり

ました。 

 さらに、モイス研究所株式会社の保有するソフトウェア及びのれんの減損損失が 1,211百万

円発生したことより、当期純損失は 1,757百万円となりました。 

 なお、当期より独立監査人の監査報告書に、継続企業の前提に関する注記が追加情報として

付されました。 

 
（2） 今後の展開「選択と集中・効率的な会社運営」 
 平成 20 年 8 月に、「医療関連システム」事業を担っておりました子会社「モイス研究所株
式会社」を売却し、当社グループの業務を「業務システム最適化ソリューション」事業および

関連業務に特化し、経営資源の集中を図っております。 
 平成 19 年 11 月に本社を移転し、本社事務所賃借料の軽減を図ると共に、役員報酬の削減
や、一般経費の大幅な見直しによる費用の削減等、効率的な会社運営を行っております。従来、
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東京本社社員が出張にて対応していた、関西・近畿地区の案件につきましては、同地区での受

注案件の増加と今後の更なる案件受注増加の見込みより、大阪事務所に常駐社員を配置し、関

西・近畿地区での受注拡大と案件遂行の効率化を図ると共に、大阪事務所での中部地区対応を

行うことで、名古屋事務所の閉鎖を行い、東京・大阪の 2拠点制を敷き、当社の守備範囲の拡
大と充実を図っております。 
 
3. 財務の状況 

平成 20年 12月 31日現在（単位：千円） 

資産の部  負債の部  
 流動資産   流動負債  
  現金及び預金 29,508   短期借入金 43,595 
  売掛金 31,088   1年以内償還予定の社債 40,000 
  仕掛品 122,733   未払金 142,291 
  その他 10,104   未払法人税等 254 
  流動資産合計 193,435   その他 27,897 
 固定資産   流動負債合計 254,039 
  有形固定資産 20,267  固定負債  
  無形固定資産 1,608   社債 40,000 
  投資その他の資産   固定負債合計 40,000 
   投資有価証券 116,782 負債合計 294,039 
   破産更正債権等 225,486 純資産の部  
   その他 54,759  株主資本  
   貸倒引当金 △225,486   資本金 730,070 
  投資その他の資産合計 171,542   利益剰余金 △546,603 
 固定資産合計 193,418  株主資本合計 183,466 
   評価・換算差額等  
    その他有価証券評価差額金 △90,652 
   評価・換算差額等合計 △90,652 
  純資産合計 92,814 
資産合計 386,853 負債純資産合計 386,853 

 
 当社が受注いたしますコンサルティング案件に関しましては、現状ほとんどが、官公庁・地

方自治体・独立行政法人であり、売上の計上時期が 3月末に集中いたします。そのため、期中
では費用の先行支出となり、3月を含む第 4四半期において、1年間の利益のほとんどを計上
することとなります。 
 当社は、コンサルティング業務を行っており、多額の設備投資資金や研究開発資金につきま

しては、必要といたしませんので、現状において資金繰りの不安はございません。 
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Ⅱ 今後の展開および事業計画の策定 
 

 上記Ⅰ「事業の現状」のとおり、当社は主に官公庁・地方自治体・独立行政法人を対象とし

た「業務・システム最適化ソリューション」を主な事業領域としております。ＣＩＯ補佐官業

務に関しましては、5官公庁・3政令指定都市および区・6独立行政法人に対して現在業務を遂
行中です。その他のＰＭＯ業務・最適化計画策定業務等におきましても、30に近い官公庁・地
方自治体・独立行政法人において業務を遂行し、「業務・システム最適化ソリューション」事業

に関しましては競合他社に対しても高い業務遂行能力・信頼性を有していると確信しておりま

す。しかし、当社が主要クライアントとしております官公庁等は、業務の発注に際しては「一

般競争入札」を原則としており、1 件あたりの受注額が低くなっている傾向は否めません。し
かし、懸かる状況を踏まえ、更なる企業価値の向上に向け、全社一丸となりまして、下記のと

おり、業績向上に邁進する所存です。 
 
1. 官公庁・地方自治体・独立行政法人向け「業務・システム最適化ソリューション」業務の
受注方針 

 
a 従来当社の実績アピールに大きなウエイトを占めましたＣＩＯ補佐官業務につきましては、
受注に向け、積極的に活動してまいりました。しかし、調達分離の原則により、ＣＩＯ補佐官

業務を受注したクライアントからは、他の業務の受注はできないケースが多く、一部非効率業

務となっているケースがありました。そのような状況を踏まえ、他の案件に関して受注制限が

生じない案件の受注活動に重点を置き、案件受注範囲の拡大を図っていきます。 
 
b.既に実施した案件に類似した案件が発注された場合は、既存案件の作業の活用が可能なため、
積極的に受注活動を行うと共に、潜在クライアントに対し、同業務の調達に関し、積極的に営

業活動を行います。 
 
c.関西・近畿・中部地区での営業活動を積極的に行い、2営業拠点体制を早期に確立します。 
 
2. 新規事業への取り組み 
 
 現在、当社で行っている「業務・システム最適化ソリューション」業務に関しましては、民

間企業への展開は容易ではありません。しかし、今後の業績・企業価値の向上を目指すには、

民間企業からの受注を獲得し、安定したクライアント構成を確保する必要があります。そこで、

当社は昨年 10 月、官公庁・民間向けのサービスメニューの拡充としまして、日本シーアイネ
ット株式会社と業務提携を行い「通信環境最適化サービス」の提供を開始しました。このサー

ビスは、クライアントが有する有線・無線の通信回線について、過去の利用状況等より適切な

回線数を算出し、過剰回線の削減を行うと共に、適切かつ経済的な通信会社への移行を含めた

ボリューム・ディスカウントを提供できるサービスです。「通信環境最適化サービス」に関し

ましては、すでに民間企業より 1案件の受注ができております。 
 このサービスに関しては、民間企業だけでなく、既存のクライアントである官公庁・地方自
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治体・独立行政法人に対しても積極的に営業活動を行っております。 
 
3. 今後の見通し 
 
 2月 6日開示いたしました「平成 21年 3月期第 3四半期決算短信」に記載のとおり、平成
21年 3月期第 3四半期の業績は以下のとおりとなりました。 
 適時開示が必要となる状況が発生した場合は、速やかに開示させていただきます。 
 

（単位：百万円） 

 第 3四半期累計期間実績 通期予想 
売上高 237 620 
営業利益 △223 △83 
経常利益 △237 △97 
当期純利益 △17 90 

 
 

以上 
 
 


