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主要経営指標＜連結＞主要経営指標＜連結＞
※数値は億単位で四捨五入※数値は億単位で四捨五入

金額単位： 億円

2011年3月期 第３四半期累計
４～１２月実績 売上高比 増 減 伸長率

前年同期比

売上高

４ １２月実績 売上高比 増 減 伸長率

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
(保守ｻ ﾋﾞｽ)

１,３６０

７１５

＋４

△２０

＋0.3％

△2.7％52.6％

－－－

(保守ｻｰﾋﾞｽ)

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｼｽﾃﾑ展開ｻｰﾋﾞｽ

７１５

６４５

２０６

△２０

＋２４

△１７

2.7％

＋3.8％

△7.7％

52.6％

47.4％

15.2％

ｻﾌﾟﾗｲｻｰﾋﾞｽ

運用ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ

２９６

１４３

＋４０

＋１

＋15.8％

＋0.5％

21.8％

10.5％

営業利益

経常利益

５３

５６

△８

△５

△13.7％

△8.4％

3.9％

4.1％

四半期純利益

一株当り四半期純利益（円）

３１

５７.６３

△５

△８.５６

△12.9％

△12.9％

2.3％

－－－
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フリーキャッシュフロー ＋１７ ＋２１ －－－－－－



主要経営指標＜連結＞主要経営指標＜連結＞
※数値は億単位で四捨五入※数値は億単位で四捨五入

金額単位： 億円

2011年3月期 第３四半期累計
１０～１２月実績 売上高比 増 減 伸長率

前年同期比

売上高

１０ １２月実績 売上高比 増 減 伸長率

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
(保守ｻ ﾋﾞｽ)

４５０

２３９

△１１

△２

△2.4％

△1.0％53.1％

－－－

(保守ｻｰﾋﾞｽ)

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｼｽﾃﾑ展開ｻｰﾋﾞｽ

２３９

２１１

６６

△２

△９

△１１

1.0％

△3.9％

△14.2％

53.1％

46.9％

14.8％

ｻﾌﾟﾗｲｻｰﾋﾞｽ

運用ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ

９９

４６

＋５

△３

＋5.7％

△6.0％

22.1％

10.1％

営業利益

経常利益

１８

１９

△４

△４

△17.6％

△18.0％

4.1％

4.1％

四半期純利益

一株当り四半期純利益（円）

１１

１９.８７

△２

△４.２５

△17.6％

△17.6％

2.4％

－－－
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フリーキャッシュフロー △２０ △９ －－－－－－



売上高増減要因売上高増減要因（前年同期比）（前年同期比）

自主契約促進活動およびソフトサポートでの増収
クラウド／仮想化領域での増収に加え、サプライサービスでの複数の大型案件獲得で増収

※数値は億単位で四捨五入

前年同期比 ＋４億円(＋0.3%)
金額単位：億円

※数値は億単位で四捨五入

保守保守
ビビ

運用サポート運用サポート
ビビ

システム展開システム展開
ビビ

サプライサプライ
ビビ 1 3601 360

注力領域注力領域

サービスサービス サービスサービス サービスサービス サービスサービス

1,3561,356

△２０

1,3601,360

333333注力領域注力領域

326326
△２０

＋１
△１７

＋４０
■注力：＋■注力：＋00億億
◇ｿﾌﾄｻﾎﾟ ﾄは増収◇ｿﾌﾄｻﾎﾟ ﾄは増収

333333

既存領域既存領域

1 0301 030

1,0271,027
■既存：△■既存：△2020億億
◇自主契約は増収◇自主契約は増収

◇ｿﾌﾄｻﾎ ｰﾄは増収◇ｿﾌﾄｻﾎ ｰﾄは増収
◇協業、◇協業、ITNWITNW統合は統合は
減収減収 ■注力：△■注力：△22億億

◇ｸﾗｳﾄﾞ◇ｸﾗｳﾄﾞ//仮想化は増収仮想化は増収
◇ｾｷｭﾘﾃｨ◇ｾｷｭﾘﾃｨ/VoIP/VoIP等は等は

既存既存 億億

■注力：＋■注力：＋1212億億
◇い～るでぃんぐ等で増収◇い～るでぃんぐ等で増収

■注力：△■注力：△33億億
◇運用支援ｻｰﾋﾞｽ◇運用支援ｻｰﾋﾞｽ//ﾍﾙﾌﾟﾍﾙﾌﾟ
ﾃﾞｽｸでは、景気の影響ﾃﾞｽｸでは、景気の影響
によるお客さまの内製化によるお客さまの内製化

1,0301,030 ◇自主契約は増収◇自主契約は増収
するが、未契約保守するが、未契約保守
等での減収が継続等での減収が継続 ■既存：△■既存：△1515億億

◇需要の回復が弱く減収◇需要の回復が弱く減収

◇ｾｷｭﾘﾃｨ◇ｾｷｭﾘﾃｨ/VoIP/VoIP等は等は
大型案件減少により減収大型案件減少により減収

■既存：＋■既存：＋2828億億
◇複数の大型案件獲得◇複数の大型案件獲得

による増収による増収■既存：＋■既存：＋44億億
◇ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽで増収◇ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽで増収

促進の継続により減収促進の継続により減収
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2011年3月期
第3四半期

2010年3月期
第3四半期

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



経常利益増減要因経常利益増減要因（前年同期比）（前年同期比）

原価低減活動や全社共通費等の改善はあるが、利益構造変化により減益

※数値は億単位で四捨五入

前年同期比 △５億円(△8.4%)
金額単位：億円

※数値は億単位で四捨五入

保守保守
ビビ

運用サポート運用サポート
ビビ

システム展開システム展開
ビビ

サプライサプライ
ビビ

全社共通費等全社共通費等
サービスサービス サービスサービス サービスサービス サービスサービス

全社共通費等全社共通費等

△６

6161 5656

＋５

△６

△７
＋３ﾒﾃﾞｨｱでの増収にﾒﾃﾞｨｱでの増収に原価低減活動の原価低減活動の

＋０

6161 5656＋３
よる利益構造のよる利益構造の
変化に対し、変化に対し、
原価低減活動で原価低減活動で
前年同期並み前年同期並み

経費節減と経費節減と
営業外費用抑制営業外費用抑制
による増益による増益

効果はあるが、効果はあるが、
減収の影響に減収の影響に
より減益より減益 資材費低減活動資材費低減活動

を積極的に行うがを積極的に行うが
減収の影響により減収の影響により

大型案件獲得に大型案件獲得に
よる利益率の悪化よる利益率の悪化
を増収で吸収しを増収で吸収し減収の影響により減収の影響により

減益減益
を増収で吸収しを増収で吸収し
増益増益
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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

2011年3月期
第3四半期

2010年3月期
第3四半期



戦略投資内容戦略投資内容

プラットフォームＳＥ増強を中心とした投資の実施

【【戦略戦略】】 【【戦略投資：年間計画戦略投資：年間計画】】

億円億円
【【戦略投資：第３四半期累計実績戦略投資：第３四半期累計実績】】

３３ 億円億円事業領域拡大事業領域拡大
①① 事業基盤強化戦略事業基盤強化戦略

②② ｼｽﾃﾑｱﾌﾀ ｻﾎﾟ ﾄ拡大戦略ｼｽﾃﾑｱﾌﾀ ｻﾎﾟ ﾄ拡大戦略
７億円７億円

１０億円１０億円 ３３..０億円０億円

１１..４億円４億円
②② ｼｽﾃﾑｱﾌﾀｰｻﾎ ｰﾄ拡大戦略ｼｽﾃﾑｱﾌﾀｰｻﾎ ｰﾄ拡大戦略

③③ ＦＳフロービジネス拡大戦略ＦＳフロービジネス拡大戦略
運用サポート運用サポート//ヘルプデスクヘルプデスク

④④ グ バ 戦略グ バ 戦略
システム展開システム展開//サプライ他サプライ他

ＬＣＭＬＣＭ※※事業強化事業強化

クラウド事業強化クラウド事業強化

グローバル事業強化グローバル事業強化

環境ビジネス強化環境ビジネス強化

ＰＦＰＦ--ＳＥ増強対策ＳＥ増強対策 ・・・・・・・・・・・・

地域ブロックＤＣ対策地域ブロックＤＣ対策 ・・・・・・

グローバル展開対策グローバル展開対策 ・・・・・・

環境ビジネス強化対策環境ビジネス強化対策

8282百万円百万円

1212百万円百万円

2727百万円百万円

1515百万円百万円

費用構造改革費用構造改革

⑤⑤ ププ

④④ グローバル戦略グローバル戦略

１億円１億円

環境ビジネス強化環境ビジネス強化 環境ビジネス強化対策・・環境ビジネス強化対策・・

００ ８億円８億円

1515百万円百万円

※ＬＣＭ：ライフサイクルマネジメント

⑤⑤ 業務プロセス改革戦略業務プロセス改革戦略
⑥⑥ ＩＴ改革戦略ＩＴ改革戦略

１億円１億円
業務プロセス改革対策業務プロセス改革対策 フロント営業プロセス改革対策フロント営業プロセス改革対策

００..８億円８億円

経営基盤改革経営基盤改革

⑦⑦ 人財戦略人財戦略
⑧⑧ ＣＳ戦略ＣＳ戦略

２億円２億円
ＣＳ向上対策ＣＳ向上対策 人財育成強化対策人財育成強化対策

ドド

００..８億円８億円
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⑧⑧ ＣＳ戦略ＣＳ戦略
⑨⑨ ＣＳＲ戦略ＣＳＲ戦略

人財育成対策人財育成対策 ・ミドル層人財の強化・ミドル層人財の強化
・ＣＳシニアアドバイザ増強など・ＣＳシニアアドバイザ増強など



事業活動状況／トピックス事業活動状況／トピックス
成長に向けた活動成長に向けた活動成長に向けた活動成長に向けた活動

◇ＬＣＭ／クラウド事業強化

中部データセンターの設置（１２月発表、２月サービス開始）

・地域密着型で信頼性の高いデータセンターサービスを自治体・地域中堅企業へ提供
・中部地区におけるクラウドサービス提供環境の強化

ＬＣＭ事業拡大に向け、ＬＣＭ事業推進本部を設立（１月）
・従来、複数部門に分散していた営業支援・設計構築・運用設計の３つの機能を新組織にまとめ、
フロント（現場）支援機能を集中・強化

事業を支えるプラットフォームＳＥの増強
・今年度目標３００名に対し、選抜した候補者の育成を２７０名完了（１２月末）し、順調に推移
・既存のプラットフォームＳＥは、現場でのＯＪＴ教育を実施中

仮想化関連サービスのラインアップ強化として「サーバ延命救急パック」をリリース（１０月）
・老朽化したサーバ上で動作している既存のシステムを仮想化技術を活用して
最新サーバへ移行することにより継続して利用することが可能

モジュラーデータセンターの商品化（１月）※ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ：屋内外に設置したアルミコンテナ内にICT機器を収容し、必要に応じて
スペースや周辺設備を増減できる構造をもったデータセンター

◇環境ビジネス強化
上流工程（ ンサル）からの受注拡大に向けたＩＴ環境アセスメント要員の育成推進

・短期間、低コストでデータセンターの設置が可能
・モジュラーデータセンターの構築に加え、お客さまのニーズに合わせたＬＣＭサービスも提供

スペ スや周辺設備を増減できる構造をもったデ タセンタ
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上流工程（コンサル）からの受注拡大に向けたＩＴ環境アセスメント要員の育成推進
・今年度目標１５０名に対し、１２月末時点で１２９名の育成を完了



事業活動状況／トピックス事業活動状況／トピックス
ＣＳ向上活動ＣＳ向上活動

・拠点訪問、マナー研修、ＣＥ同行訪問などの活動を展開し、ＣＥ同行訪問は３Ｑまでに累計で約１ ２００回実施

ＣＳ向上活動ＣＳ向上活動

◇地域におけるＣＳ向上活動
豊富なお客さま対応ノウハウを有するＣＳシニアアドバイザを３１名（＋１３名）体制に増強

※ＣＳシニアアドバイザ：技能やお客さま対応の経験豊富な人財から選抜した指導員

拠点訪問、マナ 研修、ＣＥ同行訪問などの活動を展開し、ＣＥ同行訪問は３Ｑまでに累計で約１，２００回実施
・同行訪問でサポートを行ったＣＥへの評価が向上するなど効果は出ており、更なる活動を推進中

◇ＣＳ向上に向けた組織再編の実施
技術支援ユニットに企画本部機能を追加（１０月）

◇当社のヘルプデスクサービス品質に対する外部機関評価

技術支援 ッ 企画本部機能を追加（ 月）
・来期の「ＣＳＮｏ．１」奪還を目標に、各地域で行っているＣＳ向上活動の成功事例の中で全国展開が可能な
施策のスピーディな展開や技術的な支援強化に向け、技術支援ユニットに企画本部機能を追加

「ＨＤＩアカデミーアワード２０１０」にて２つの賞を受賞（１０月）
・２００４年３月に「ＨＤＩサポートセンター国際認定（SCC）」、２００９年２月に更新認定（Ver.４．１）を取得し、
以降ＨＤＩメンバーとしてサポート業界の発展に寄与したことが評価され受賞

※ＨＤＩ(Help Desk Institute) ：１９８９年に設立された世界最大のサポートサービス業界のメンバーシップ団体

ＣＳＲ活動ＣＳＲ活動

( p )

◇情報開示活動に対する外部機関評価

◇社会・地域貢献および文化支援活動への継続した取り組み
世界遺産の保全と活用 の取り組みを展開する世界遺産劇場 に協賛

日興アイ・アール(株)の「全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」で最優秀サイトに選出
（１１月）・２００６年から５年連続で選出
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世界遺産の保全と活用への取り組みを展開する世界遺産劇場【第十五幕：京都 上賀茂神社】に協賛
（１０月）・２００６年の第一回目から連続して協賛し、現在までに約６５，０００人の方々にご来場いただく



２ ２０１１年３月期 通期見通し２．２０１１年３月期 通期見通し
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２０１１年３月期２０１１年３月期 通期見通し＜連結＞通期見通し＜連結＞
※数値は億単位で四捨五入※2010※2010年年1010月月2727日公表値から変更なし日公表値から変更なし ※数値は億単位で四捨五入

金額単位： 億円

2011年3月期
通期 売上高比 増 減 伸長率

前年同期比

※2010※2010年年1010月月2727日公表値から変更なし日公表値から変更なし

売上高

通期 売上高比 増 減 伸長率

１,９２０

９８０

＋１１

＋１

＋0.6％

＋0.1％51.0％

－－－

ﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
(保守ｻ ﾋﾞｽ)

ｼｽﾃﾑ展開ｻｰﾋﾞｽ

９８０

９４０

３０５

＋１

＋１０

△３１

＋0.1％

＋1.1％

△9.3％

51.0％

49.0％

15.9％

(保守ｻｰﾋﾞｽ)

ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｻﾌﾟﾗｲｻｰﾋﾞｽ

運用ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ

４０８

２２７

＋６

＋３５

＋1.6％

＋18.1％

21.3％

11.8％

営業利益

経常利益

９０

９０

△１２

△１１

△11.7％

△11.0％

4.7％

4.7％

戦略投資費用
10億円含む

戦略投資費用
10億円含む

当期純利益

ＲＯＥ（自己資本利益率） （％）

４８

６.５

△１ △1.5％2.5％

－－－ △０.３ －－－

10億円含む
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一株当りの配当金 （円） ４０.０ ±０.０ －－－－－－



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。
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