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各位 

平成 21 年 11 月 30 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   恩 田  饒 

     （コード番号：3742 東証マザーズ） 

      問合せ先 執 行 役 員 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 22年 5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 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、主に中央官庁・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」を主要業務としております。 

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（ⅳ）情報システムの開発・

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。 
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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、（Ⅰ）地方公共団体におけ

る IT ガバナンスの意義、（Ⅱ）IT ガバナンスの強化に向けた取り組み内容、 （Ⅲ）IT ガ

バナンスの段階的強化、（Ⅳ）ITガバナンスの強化のポイントを定めました。 

「（Ⅱ）ITガバナンスの強化に向けた取組内容」には、ITガバナンスを強化するために必

要な方針を以下のとおり、6分野、9項目に整理しております。 

 

ＩＴガバナンスの 6分野 9項目の取組み 

1 基本戦略 
1-1 ＩＴ利用の基本方針策定 

1-2 全体最適化の取組み 

2 推進体制 
2-1 組織体制の確立 

2-2 人材の確保・配置 

3 予算・実施計画・評価 
3-1 予算・実施計画の策定 

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 標準化・知識共有・人材育成 
6-1 標準化・知識共有 

6-2 人材の育成 

 

「IT ガバナンスの段階的強化」には、IT ガバナンスのレベルを 4 段階に整理し、現

状の水準の把握と次の目標設定の参考となる「IT ガバナンスレベルシート」を以下の

とおり示しました。 

レベル１ 

【未整備段階】 

IT ガバナンスの必要性が意識されず、IT ガバナン

スに向けた取組が全く実施されていない。 

レベル２ 

【導入段階】 

IT ガバナンスの必要性を団体が認識し、IT 利用の

基本方針の策定や、CIOの設置など外形的な枠組み

は整備されているが、IT ガバナンスは十分機能し

ていない。 

レベル３ 

【機能段階】 

IT ガバナンスの枠組みが有効に働いており、さら

にその実施状況が把握されている。 

レベル４ 

【発展段階】 

ITガバナンスの枠組みの実施状況について評価し、

かつ、評価結果を受けて、IT ガバナンスの枠組み

自体の見直しが定期的に実施され、IT ガバナンス

がさらに高い次元に発展していく。 

 

「IT ガバナンスの強化のポイント」としては、主に上記の IT ガバナンスレベルを

レベル２の段階からレベル３ないしレベル４の段階に引き上げる場合の参考として、６

項目 23のポイントを示しています。 
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 １．基本戦略ポイント 

 ・ITを政策達成の手段と位置付けて方針を策定する 

 ・形式にこだわらず、質を高める 

 ・情報資産を一元的に把握する 

 ・技術基準の統一や共通基盤の整備を行う 

 ・業務とシステム双方について、最適化を進める 

 2．推進体制のポイント 

 ・CIOを支える体制を強化する 

 ・CIO等の権限・責任を明確化する 

 ・情報担当部門と業務担当部門の協力体制を整える 

 ・人事担当部門と連携して内部人材を確保する 

 ・外部人材の選択肢も活用する 

 3．予算・実施計画・評価のポイント 

 ・重要案件は、首長や幹部を含めて政策判断を行う 

 ・予算編成過程に情報担当部門等が関与する 

 ・評価と予算をリンクさせる 

 4．調達・開発・運用の管理のポイント 

 ・仕様書・要件定義書の内容を明確化する 

 ・積算方法を向上させる 

 ・調達改革を推進する 

 ・プロジェクト・マネジメント手法を導入する 

 5．情報セキュリティの確保のポイント 

 ・PDCAサイクルを確立・継続する 

 ・一般職員を含め、情報漏えい対策を徹底する 

 6．標準化・知識共有・人材育成のポイント 

 ・ガイドライン等を策定・更新する 

 ・知識・経験の情報共有化を進める 

 ・求められるスキル・知識を明確化する 

 ・OJTと専門的研修等により人材を育成する 

（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） 

 

総務省は、すべての地方自治体において、ITガバナンスの構築・強化を求めており、その

具体的推進のためには、これら 23項目の「ITガバナンスの強化ガイド」が非常に重要です。

この強化ポイントは、当社の主要業務である「業務・システム最適化ソリューション」事業

の業務範囲に含まれており、さらに営業力を強化することで、今後の受注状況を改善できる

見込みです。 

また、当社は総務省より「共同アウトソーシング・ASP・SaaS を活用した自治体クラウ

ド開発実証に係る調査研究」案件を総合評価方式で受注しました。この案件は、同省の行う

「自治体クラウド開発実証事業」のプロジェクト・マネジメント業務であり、今後同開発実

証事業の進捗に伴い、各自治体からの自治体クラウドの関する案件の受注が見込めるものと
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考えております。 

 

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 17期 第 18期 第 19期 第 20期 第 21期 

決 算 年 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 平成 21年 3月 

売 上 高 633,645 204,674 910,407 1,181,599 543,658 

経 常 利 益 △218,207 3,826 △55,593 △418,726 △235,157 

当期純利益 △116,483 △27,559 △218,447 △1,757,569 2,249 

     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。 

5）平成 20年 8月に上記モイス研究所株式会社の全株式を売却し、連結対象の範囲から除外しております。 

 

 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

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
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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。 

 

第 21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、各種セミナーの開催や顧客ニーズの先取りする取組等過去の実績を上回り 448 百万円（前

年同期比 5.1%増）、医療関連支援システム」事業の売上高は、平成 20年 8月に同事業を担って

おりました連結子会社、モイス研究所株式会社の全株式売却により、同事業の連結決算への取

り込みは第 1 四半期のみとなり、第 21期における同事業の売上高は 94 百万円となりました。 

 

 

（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。また、同事業を行っておりました連結

子会社「情報政策研究所株式会社」については、事務の効率化を目的に本年 10月 1日付で当

社に吸収合併を行いました。 

平成 19年 11月に行った本社移転、及びその後に家賃の引き下げ交渉を行い本社事務所賃

借料の軽減を図ると共に、役員報酬及び従業員の賞与減額、事務所経費の削減など、ゼロベー

スでの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。ま



6 

た、関西事務所の機能を充実させ、東京・大阪の 2拠点制を確立し、近畿関西地区を対象とし

たセミナーを開催するなど、積極的かつ効率的な業務運営を行っております。 

また、「IT 関連のコンサルティング業務」を民間企業に拡大するための努力を行っており

ます。 

さらに、当社が従来行っていた「システム開発」事業への進出も主要検討課題としており

ます。 
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3. 財務の状況 

平成 21年 9月 30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 15,423   1年内償還予定の社債 40,000 

  売掛金 15,951   未払金 127,749 

  仕掛品 72,930   未払法人税等 2,463 

  その他 9,673   その他 44,745 

  流動資産合計 113,978  流動負債合計 214,957 

 固定資産   固定負債  

  有形固定資産 18,426   社債 － 

  無形固定資産 1,343  固定負債合計 － 

  投資その他の資産  負債合計 214,957 

   投資有価証券 52,129 純資産の部  

   破産更正債権等 223,077  株主資本  

   その他 58,571   資本金 730,070 

   貸倒引当金 △223,077   利益剰余金 △690,984 

  投資その他の資産合計 110,701  株主資本合計 39,085 

 固定資産合計 130,471  評価・換算差額等  

    その他有価証券評価差額金 △9,593 

   評価・換算差額等合計 △9,593 

  純資産合計 29,491 

資産合計 244,449 負債純資産合計 244,449 

 

 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、中央官庁・

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、平成 21年 11月 24日を払込期日として、第三者割当増資により、149,996千円の

資金調達を行いましたので、現状において資金繰りの不安はございません。 

 

 

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、当社は主に中央官庁・地方自治体・独立行政法人等を対象

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。具体的には、

ＣＩＯ補佐官業務に関しましては、2中央官庁・1政令指定都市・1特別区・6独立行政法人に

対して現在業務を遂行中です。また、ＰＭＯ業務・最適化計画策定業務等におきましても、20

を超える案件を中央官庁・地方自治体・独立行政法人等において遂行しており、当社の「業務・
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システム最適化ソリューション」事業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中央官庁等においては、昨今、業務の発注

に際し、最低価格落札方式による一般競争入札を採用するケースが増えており、その結果、厳

しい受注競争を強いられております。そのため、今後は「IT関連コンサルティング」業務を民

間企業にも拡大し、さらには、システム開発等の新規事業への進出を重要検討項目とし、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. 中央官庁・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

について 

 

A．中央官庁・地方自治体・独立行政法人向け「CIO補佐官」業務について 

当社におけるＣＩＯ補佐官業務の遂行実績は、3中央官庁、3地方自治体、7独立行政法人と

他社に類を見ない高い実績があると考えております。当社の最も得意とする分野ですので、採

算確保を原則とし、積極的に受注していく方針です。 

 

B. ＰＭＯ業務・最適化計画策定業務等について 

ＰＭＯ業務・最適化計画策定業務等に関しては、案件の発注状況は例年の水準を維持してい

ると思われますが、従来、民間企業を対象としていた他のコンサルティングファームの進出、

最低価格落札方式による一般競争入札の採用の増加等の影響により、案件獲得に関しては厳し

い状況にあります。しかし、当社の豊かな経験や高い業務遂行能力を生かした事前の営業活動

を積極的に行うなど、受注確度の向上に努めてまいります。また、当社ですでに受注している

自治体より、近隣自治体を紹介してもらうなど、潜在クライアントの発掘に努め、同業務の受

注に関し、積極的に営業活動を行います。 

 

C.関西・近畿・中部地区での営業状況について 

関西・近畿・中部地区での受注活動は現在好調に推移しております。当社といたしましては、

同地区では今後とも更なる案件発掘が可能と判断し、セミナー等の開催を行うなど積極的に営

業活動を行ってまいります。 

 

D. 「自治体クラウド開発実証事業」について 

「自治体クラウド開発実証事業」とは、総務省が進める事業であり、総合行政ネットワーク

に接続された都道府県域データセンターと ASP・SaaS事業者のサービスを組み合わせて共同

利用用途の各種業務システム等を構築し、地方公共団体がこの業務システムを低廉かつ効果的

に利用できる環境（自治体クラウド）の整備を推進することを目的としたものです。この開発

実証事業には、北海道・京都府・佐賀県・大分県・宮崎県・徳島県の 6道府県が参加しており、

当社は同事業のプロジェクト・マネジメント業務を受注し、今後、自治体クラウドの取りまと

めを行ってまいります。 

この「自治体クラウド開発実証事業」のプロジェクト・マネジメント業務の受注により、今
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後は当社が自治体クラウドの推進に関し中心的役割を担うべく、全社を挙げて邁進していく所

存です。 

 

2. 新規事業への取り組み 

 

A. 民間分野への進出 

 現在、公共分野を中心とした「業務・システム最適化ソリューション」業務を「IT 関連の

コンサルティング業務」として民間企業へ展開することにより、マーケットの拡大を図ってお

ります。新規受注に向けて営業活動を行ってきた結果、本年 10月、第 1号案件を受注し、さ

らに、本年 11月に第 2号案件の受注もできました。両案件とも、売上額的には本年度決算に

大きく貢献するまでにはいきませんが、この 2案件の受注を端緒に民間分野での実績を伸ばし

ていきたいと考えています。 

 

B. その他分野への進出 

今後とも、当社のマーケットの拡大を図り、案件受注を増加させてまいります。前述のとお

り、今回「IT 関連のコンサルティング業務」として、民間分野での受注実績を上げることが

できました。今後は、官と民の中間マーケットである「非営利法人」等のマーケットを開拓し

てまいります。「非営利法人マーケット」とは、医療法人や学校法人、NPOや NGOを対象と

しますが、「非営利法人」とはいえ、経費の効率的運用のニーズは存在しますので、効果的な

IT導入や ITコストの削減等を目的とした営業活動を展開してまいります。 

また、当社の業務に密接に関連する分野として、システム開発分野への進出も検討しており

ます。システム開発分野での知識と経験は、当社の主要業務を効率的に行う際に重要であり、

かつ、民間分野に於ける IT 関連のコンサルティング業務を行う際は、システム開発部門を持

つことは大きなメリットとなると考えております。 

 

3. 今後の見通し 

 

 平成 21年 11月 6日に開示いたしました「平成 22年 3月期第 2四半期決算短信」に記載の

とおり、平成 22年 3月期第 2四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 2四半期累計期間実績 通期予想 

売上高 47 350 

営業利益 △131 △108 

経常利益 △140 △130 

当期純利益 △164 △160 

 

以上 

 


