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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 88,500 △2.7 3,611 4.4 3,838 3.9 2,236 8.6
23年3月期第2四半期 90,988 1.7 3,457 △11.5 3,694 △2.6 2,059 △10.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,254百万円 （8.9％） 23年3月期第2四半期 2,070百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 41.01 ―
23年3月期第2四半期 37.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 132,313 76,265 57.6
23年3月期 132,790 75,101 56.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  76,265百万円 23年3月期  75,101百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
24年3月期 ― 20.00
24年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 196,000 3.6 10,000 25.0 10,000 17.3 5,400 14.4 99.01



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】P10.（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】P10.（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、【添付資料】P.7（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 54,540,000 株 23年3月期 54,540,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 652 株 23年3月期 652 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 54,539,348 株 23年3月期2Q 54,539,394 株



  

  

※ 当社は、以下のとおりマスコミ・機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催いたします。この決算説明会

で配布する資料は、決算発表後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

 また、決算説明会の動画、主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成２３年１０月２６日（水）・・・・マスコミ・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

※ 上記説明会のほかにも、当社では個人投資家のみなさま向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催してい

く予定です。今後の開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報                     

当第２四半期連結累計期間の連結業績（売上高・経常利益） 

（金額単位：百万円）

（経常利益におけるパーセント表示は、売上高経常利益率）  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により個人消費の減少や生産活動の停

滞などが起きたことで低迷しました。直近ではサプライチェーンの復旧が早期に進んだことで景気回復に向け明る

い兆しも出てきましたが、円高や海外経済の減速などリスク要因もあり、厳しい状況が継続しています。 

    

当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場においては、ＩＴコストの削減を目的とした

仮想化やクラウド関連サービスに加え、事業継続／ディザスタリカバリー対応サービスへのニーズが高まりまし

た。しかしながら、東日本大震災の影響によるＩＴ投資の抑制・延期・中断や企業間競争の激化により厳しい状況

となりました。 

  

このような環境の中、当社グループはＣＳ（Customer Satisfaction：お客さま満足）とＣＳＲ（Corporate 

Social Responsibility：企業の社会的責任）を経営の基軸とした事業運営を積極的に実践するとともに、サポー

トサービス事業の担い手である「ひと」を財産と捉え「人財」に対する戦略を強化し堅実な成長の実現を図り、さ

らに継続した費用構造改革を推進することで安定的な利益の創出を目指して活動してまいりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における売上高は、885億円（前年同期比2.7%減）となりました。これは、保守サー

ビスでの自主契約促進による契約保守の増収に加え、サプライサービスでのインターネットショップ「い～るでぃ

んぐ」やクラウド／仮想化、環境領域および運用支援サービスなどを中心とした注力領域で増収となりましたが、

全体的には景気の影響により需要の回復が弱いことに加え、大型案件が減少したことによるものです。 

  

経常利益は、38億38百万円（前年同期比3.9%増）となりました。これは、システム展開サービスでの減収に伴

う減益などはありましたが、保守サービスでの原価低減活動などの効果によるものです。 

  

四半期純利益は、22億36百万円（前年同期比8.6%増）となりました。これは、東日本大震災による損失68百万

円を特別損失として計上したものの、経常利益が増加したことによるものです。 

   

  当第２四半期における主な事業活動状況とトピックスは以下の通りです。   

＜成長に向けた活動＞ 

ライフサイクルマネジメント（注1）（以下、ＬＣＭ）／クラウド（注2）事業の強化 

① 新サービスの投入 

・Ｏｆｆｉｃｅ ３６５（注3） ソリューションパックのリリース 

クラウドサービスである「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ３６５」の導入から運用までをトータルにサポ

ートし、操作説明やトラブル対応などを行うサポートデスクサービスを併せて提供する「Ｏｆｆｉｃｅ ３６５ 

ソリューションパック」を8月にリリースいたしました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

前年同期比 

  金額 増減率 

売上高  90,988    88,500    △2,488 ％△2.7

経常利益  3,694 ％ 4.1  3,838 ％ 4.3  143 ％3.9



②案件発掘および対応力強化に向けた専門要員の増強 

・プラットフォームＳＥの増強 

強みであるオンサイトでの対応力を活かしたＬＣＭ事業の拡大に向け、ＩＴインフラの設計・構築からシステ

ムおよびアプリケーションの運用・保守を担う技術者であるプラットフォームＳＥを今年度目標135名（累計

450名）に対して、計画通り41名（累計356名）を育成完了し、現場での案件発掘に向けた活動を推進しており

ます。 

・クラウド環境に対応した設計・構築要員の強化 

サーバ仮想化などへのお客さまニーズの高まりに対する仮想化ソリューションの提供に向け、設計・構築要員

を今年度目標200名（累計350名）に対して、計画通り104名（累計254名）を育成完了し、現場での設計・構築

などを中心とした案件対応力を強化しております。 

  

③クラウド需要に対応したインフラの整備 

・ＮＥＣ北海道データセンターの着工 

北海道地域におけるクラウドサービス提供環境の強化を目的に、「ＮＥＣ北海道データセンター（ＮＥＣ北海

道ＤＣ）」を札幌市内に設置することを決定しこのほど着工いたしました。本データセンターは、大災害に対

して堅牢なファシリティと厳重なセキュリティを備えた 新鋭のデータセンターです。当社はＮＥＣや地域の

パートナーと連携し、北海道地域を中心とした顧客の多様なニーズに対して、きめ細やかな対応を実現してま

いります（サービス提供開始時期：2012年4月予定）。 

  

サプライサービスの拡大  

・サプライ拡販要員の強化 

インターネットショップ「い～るでぃんぐ」の事業拡大に向け、サプライサービス拡販専任の営業職へ8名転換

（累計19名）し、拡販活動を強化いたしました。 

  

環境ビジネスの強化 

・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増強 

環境に配慮したお客さまシステムの 適運用への提案力を強化するため、前年度にＩＴ環境アセスメント要員

を138名育成し、内97名に対してステップアップ教育を実施いたしました。育成した人財を活用し、上流工程

（コンサル）からの受注活動を推進してまいります。 

  

ＩＴ事業継続ソリューションサービスの拡販活動 

・「事業継続力を強化する企業のＩＴインフラセミナー」を開催 

東日本大震災による企業の事業継続ニーズの高まりに対応するため、仮想化／クラウド技術を活用した製品・

ソリューションをＩＴ事業継続の観点から様々な事例を交えて紹介するセミナーを今年度新たに企画し、6月よ

り全国6会場（東京、大阪、名古屋、福岡、岡山、高松）で開催いたしました（来場数：124社156名）。今後こ

のようなセミナーを継続して開催し、案件発掘と拡販活動に活用してまいります。 

  

＜ＣＳ向上活動＞ 

地域におけるＣＳ向上活動の強化 

・全社で推進しているＣＳ向上に向けたプロジェクトと地域別ＣＳ向上活動の連携強化の一環として、ＣＳシニア

アドバイザ（注4）を39名体制に増強し、現場支援機能の強化を目的に全国の各エリアに 適配置いたしまし

た。 

  

顧客満足度に対する外部機関評価 

・当社の経営の基軸であるＣＳの向上に向けて各種の施策を推進し、各調査機関が実施している顧客満足度調査で

高い評価を維持しております。 

日経ＢＰガバメントテクノロジー第2回自治体ＩＴシステム満足度調査 

 システム運用関連サービス部門（注5）：第1位（2011年秋号） 

日経コンピュータ2011年8月18日号第16回顧客満足度調査 

 システム運用関連サービス（情報サービス会社）部門（注6）：第3位（2011年8月18日号） 

J.D. パワー アジア・パシフィック社（注7）顧客満足度調査（注8） ： 第3位（10月） 



  

＜ＣＳＲ活動＞ 

社会・地域貢献活動および文化支援活動への継続した取り組み 

①世界遺産の保全と活用への取り組みを日本各地で展開する「世界遺産劇場」に冠スポンサーとして協賛 

・「世界遺産劇場」に協賛して6年目となる今年度は、より積極的な文化遺産保全活動を展開するため、冠スポン

サーとして「世界遺産劇場（第十六幕：高野山金剛峯寺、第十七幕：富岡製糸場）」に協賛いたしました。 

  

②あきる野市、明星大学との連携による自然環境保全活動などに関する協定の締結 

・あきる野市が推進する「郷土の恵みの森構想」を具体化する一つの取り組みとして、産（ＮＥＣフィールディン

グ）、学（明星大学）、官（あきる野市）による自然環境保全活動をスタートさせました。全国で初となる産

学官連携とＮＰＯ法人、地域の方々、青年会議所との協働により、森の保全・活用と旧耕地活用等、地域の活

性化についての調査・研究を行うとともに、生物多様性対応や森づくりの活動、担い手の育成などを行い、

「郷土の恵みの森構想」の実現に向けた活動を推進してまいります。 

  

③復興支援活動・節電対策 

・2つの復興支援サービスを無償提供 

東日本大震災で被災された団体や企業のお客さまを対象に「ホスティングサービス」（注9）と「コールセンタ

ーサービス（着信振り分け機能）」を6月1日より期間限定で無償提供しております。 

・節電タスクを推進 

節電環境下でのお客さまシステムの安定稼働実現と政府の方針として出された夏場の使用電力15％削減に向け

て、タスクフォースを立ち上げて節電施策を推進してまいりました。お客さまシステムの安定稼働において

は、輪番休業企業への対応に向けた体制整備と計画停電に対する予防策を実施いたしました。また、節電対策

では今年度4月～9月の使用電力の平均18%を削減いたしました。 

  

(注1)  ライフサイクルマネジメントとは、ＩＴシステム全般を対象とした導入時の企画から設計・構築、運用、

保守、改善、撤去にわたるサイクルをマネジメントすることです。 

(注2)  クラウドとは、インターネットで結ばれたサーバ群をあたかもひとつのコンピュータのように捉え、その

中に用意されたアプリケーションや情報サービスを、ユーザーが必要な時に必要なだけ、ブラウザなどを

通じて使えるようにするという、新しいＩＴ利用のコンセプトのことです。 

(注3) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ３６５とは、電子メール、予定表、ファイル共有、ポータル、インス

タントメッセージ、オンライン会議などの機能を、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ アプリケーション

と統合して提供する、マイクロソフトのクラウドサービスのことです。 

(注4) ＣＳシニアアドバイザとは、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のことです。 

(注5) 日経ＢＰガバメントテクノロジー2011年秋号第2回自治体ＩＴシステム満足度調査システム運用関連サービ

ス部門1位 

(注6) 日経コンピュータ2011年8月18日号 第16回顧客満足度調査システム運用関連サービス（情報サービス部

門）3位 

(注7) 株式会社J.D. パワー アジア・パシフィックは、顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際的な

専門会社です。 

(注8) J.D. パワー アジア・パシフィックによる「2011年日本ＩＴ機器保守サービス顧客満足度調査SM＜サーバ

機編＞」：全国の従業員規模100名以上の企業2,782社からの3,717件の回答によります。

www.jdpower.co.jp 

(注9) ホスティングサービスとは、サービス事業者が用意したサーバを貸し出すサービスのことです。 

   



セグメント別の業績は次のとおりです。 

   

[保守サービス] 

（金額単位：百万円）

（営業利益におけるパーセント表示は、売上高営業利益率） 

（注：営業利益は、当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。） 

  

売上高は、自主契約促進による契約保守および注力領域であるソフトサポート、ＩＴベンダ各社との協業やＩ

Ｔネットワーク統合で増収となりましたが、未契約保守などで減収したことにより、468億97百万円（前年同期比

1.6%減）となりました。 

  

営業損益は、減収に伴う減益はありましたが、継続して取り組んでいる生産革新活動を中心とした保守部材費

および機材関連費用の低減活動に加え、保守作業の効率化推進の効果により、78億21百万円の利益（前年同期比

11.7%増）となりました。 

  

[システム展開サービス]  

（金額単位：百万円）

（営業損失におけるパーセント表示は、売上高営業利益率） 

（注：営業損失は、当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。）  

   

売上高は、クラウド／仮想化や環境領域では増収となりましたが、セキュリティ／ネットワーク領域での減収

に加え、景気の影響による需要の回復が弱いことなどにより、128億60百万円（前年同期比7.9%減）となりまし

た。 

  

営業損益は、継続して積極的に取り組んでいる資材費低減活動の効果はありましたが、減収に伴う減益によ

り、13億53百万円の損失（前年同期は7億29百万円の損失）となりました。 

  

[サプライサービス]  

（金額単位：百万円）

（営業利益におけるパーセント表示は、売上高営業利益率） 

（注：営業利益は、当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。）  

  

売上高は、インターネットショップ「い～るでぃんぐ」を中心とした注力領域で増収となりましたが、大型案

件が減少したことにより、192億42百万円（前年同期比2.1%減）となりました。 

  

営業損益は、販売費の効率化を図ったことで、3億12百万円の利益（前年同期比34.3%増）となりました。 

  

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  47,645       46,897    △747 ％ △1.6

営業利益  7,000 ％ 14.7  7,821 ％ 16.7  820  ％ 11.7

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  13,960       12,860    △1,100 ％ △7.9

営業損失（△）  △729 ％ △5.2  △1,353 ％ △10.5  △624  －

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  19,655       19,242    △413 ％ △2.1

営業利益   232 ％ 1.2  312 ％ 1.6  79 ％ 34.3



[運用サポートサービス] 

（金額単位：百万円）

（営業利益におけるパーセント表示は、売上高営業利益率） 

（注：営業利益は、当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。） 

  

売上高は、注力領域である運用支援サービスとヘルプデスクサービスにおいては景気の影響によるお客さまシ

ステム運用の内製化促進が継続する中、案件獲得が増加したことで増収となりましたが、メディアサービスにおい

て前期に獲得した特需案件の反動による減収が影響したことにより、94億99百万円（前年同期比2.3%減）となりま

した。 

  

営業損益は、メディアサービスでの減収に伴う減益に加え、注力領域での利益率の悪化により、7億93百万円の

利益（前年同期比12.9%減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,323億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億76百万円

減少しました。受取手形及び売掛金は前連結会計年度末の売上債権の回収などにより49億20百万円減少しまし

た。たな卸資産は仕掛品や商品などの増加により13億89百万円増加しました。無形固定資産（ソフトウェア）は

次期ＩＴシステムの開発に伴う投資などにより18億88百万円増加しました。 

負債は560億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億40百万円減少しました。支払手形及び買掛金は前連

結会計年度末の仕入債務の支払いなどにより8億55百万円減少しました。また、法人税等の支払いなどにより未払

法人税等は6億19百万円減少しました。   

純資産は762億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億63百万円増加しました。四半期純利益22億36百万

円による増加と利益配当金10億90百万円による減少により、利益剰余金は565億53百万円となりました。  

以上の結果、自己資本比率は57.6％となり、前連結会計年度末に比べ1.0ポイントの増加となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は277億32百万円となり、

前連結会計年度末に比べ11億33百万円増加しました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は56億53百万円（前年同期比5億6百万円減）となり

ました。主な資金増加の内容は、税金等調整前四半期純利益37億70百万円や売上債権の減少額49億20百万円等

で、主な資金減少の内容は、たな卸資産の増加額13億87百万円や法人税等の支払額21億43百万円等です。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は32億48百万円（前年同期比8億34百万円増）となり

ました。主な資金減少の内容は、次期ＩＴシステムの開発に伴う無形固定資産（ソフトウェア）の取得による支

出28億51百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は12億72百万円（前年同期比30百万円増）となりま

した。主な資金減少の内容は、配当金の支払額10億90百万円です。 

  

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  9,726       9,499    △227 ％ △2.3

営業利益  911 ％ 9.4  793 ％ 8.4  △117  ％ △12.9



 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年3月期決算（平成23年4月27日）にて公表した通期の連結業績予想については修正しておりませんが、

セグメント別の売上構成について見直しを行いました。 

     

                                    （金額単位：億円）  

（※億円未満四捨五入）   

修正理由は以下のとおりであります。  

ストック型のビジネスである運用サポートサービス領域においては、下半期での増収に向けた活動を強化して

まいりますが、上半期の状況が注力領域で若干の増収に留まったことから、通期での当初計画を達成する見込みが

低いと判断し、18億円の下方修正をいたしました。 

  

一方、サプライサービスでは、景気が回復基調へ転じると予想されていることで、インターネットショップ

「い～るでぃんぐ」やクラウド／仮想化、環境領域などの注力領域での伸長が継続すると見込み、当初の計画より

18億円の上方修正をいたしました。 

  

通期（4～3月累計）の見通しについては、電力制約や原子力災害、海外経済の減速などによって景気回復が停

滞する可能性がありますが、サプライチェーンの立て直しや財政出動を主とした復興需要などの景気押し上げ効果

を背景として景気は回復基調へ転じると予想されます。 

  

また、当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場においては、厳しい企業間競争の継続

が予測されるものの、事業継続対策としてデータセンターを活用した基幹システムのバックアップやオフィス環境

の見直しなどに対応したインフラ再構築、ＩＴコスト削減を目的とするクラウドの活用や仮想化などのニーズがさ

らに高まると予想されます。 

  

このような環境の中、当社グループは、将来に向けた戦略投資を行いつつ、中期計画の2年目の計画実現に向

け、トップライン拡大と確実な利益の創出に向け事業運営を推進してまいります。 

  

＜事業戦略推進の共通基盤の強化とストック（運用・保守）領域および注力領域の拡大＞ 

①事業拡大に向けた共通戦略としては、マーケットポテンシャル分析によるターゲット選定と攻略により、スピー

ドある効率的な案件獲得の実践を推進するとともに、全社横断タスクチーム編成とプロセス改革の推進によ

り、市場ニーズと合致したサービス・商品をターゲット市場へ早期に投入してまいります。また、将来の成長

に向け、ＬＣＭ事業やクラウド/仮想化、環境ビジネス、グローバル事業の強化を中心に効率的な戦略投資を継

続してまいります。 

  

②強みであるオンサイトを活かしたＬＣＭ領域においては、業種軸でのフロント（現場）体制を強化し、医療や公

共などのビジネスモデルを中心とした運用統括やサービスデスクを展開するとともに、北海道において地域密

着型データセンターを整備し、クラウドサービス提供環境を強化してまいります。また、案件対応力の強化と

してプラットフォームＳＥを増強し、民需から公共へリソース投入を拡大してまいります。 

   

   修正後  修正前 増減 増減率 

保守サービス  957  957 - -  

システム展開サービス  350  350 -  - 

サプライサービス  451  433  18  ％ 4.2

運用サポートサービス  202  220  △18 ％ △8.2

売 上 高 合 計   1,960  1,960 - - 

営 業 利 益   100  100 - - 

経 常 利 益  100  100 - - 

当 期 純 利 益  54  54 -  - 



③注力している販売店との事業連携強化としては、各地域の主要販売店との協業連携強化を図り、地域毎の特性に

合わせたＬＣＭ軸でのサービス提供や販売店ニーズを捉えた協業成功モデルの水平展開を推進し、ＳＭＢ市場

を攻略してまいります。また、地場販売店や小額取引販売店の業態別に合わせた複合サービスの提供を加速し

てまいります。 

  

④保守契約促進活動としては、全国に配置している契約サポート要員40名がＮＥＣの保守契約センターと連携し、

保守契約の拡大を推進してまいります。また、ベンダとの協業によるお客さまニーズの高い9つのパックメニュ

ーを新規に投入し、自主領域の拡大も図ってまいります。 

  

⑤お客さまニーズに対応した注力領域においては、ＬＣＭ軸で展開できるサービスのパック化・パッケージ化によ

る新サービスを投入し、クラウド/仮想化、環境などの事業領域を拡大してまいります。また、設計・構築を行

う仮想化要員やお客さまシステムのＩＴ環境をアセスメントする要員などの事業を支える人財育成の強化をし

てまいります。 

  

⑥グローバル事業展開においては、当社の連結子会社であるＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司（ＮＥＦ

ＩＴＳ）を核に、ＪＯＣ（日本企業）に対する国内での案件発掘活動の強化と日本国内ベンダとの協業による

中国市場の開拓を加速するとともに、欧米地域のＪＯＣに対する事業展開を進めてまいります。また、グロー

バル要員の増強を図りグローバル対応力を強化してまいります。 

  

＜利益の創出に向けた企業体質改善＞ 

①業務プロセス改革活動としては、従来から取り組んでいるロジスティクスやリペア部門を中心とした生産革新活

動をフロント（現場）支援やバックヤード部隊、コーポレートスタフなどの間接部門へ展開し、徹底的な効率

化を図ってまいります。 

  

②内外リソース 適化としては、優良パートナー会社を選定するため、価格や品質、事業遂行力やコンプライアン

スなどを含めた総合的な経営評価を行う新取引先制度導入の展開と定着化を図り、 適化を推進してまいりま

す。一方では注力領域や成長領域の拡大に向けたプロパー投入を補完する事業特性や地域性を活かしたパート

ナーの活用を実践してまいります。 

  

③新コールセンター体制においては、保守領域でのＣＳ向上と業務効率化に向けて、東西2ヶ所の障害受付機能と

拠点が行うＣＥのアサインや保守部品の手配などの配膳機能を統合し、ワンストップ対応を可能とするエリア

コンタクトセンターを全国9ヶ所に設置いたします。また、運用領域ではお客さま要望に応じたヘルプデスクや

個別のコールセンター業務の標準化による効率性向上を推進し、現在のコールセンター総数を約40%に集約いた

します。 

  

④2012年4月の新ＳＡＰシステム（注1）稼働に向けたプロジェクトにおいては、業務プロセスと連動したＩＴシス

テムを刷新し、ＩＴガバナンス強化やＴＣＯ（トータルコスト オブ オーナーシップ）削減を図ってまいりま

す。また、ＳＡＰ導入により、財務会計の信頼性と迅速性の向上も図ってまいります。 

   



＜事業を支える経営基盤強化の更なる推進＞ 

①経営の基軸（ＣＳ、ＣＳＲ）の再強化として、ＣＳ向上活動では、ハードウェア保守のノウハウを活用した成長

領域でのＣＳ向上活動を展開するとともに、保守領域とソリューション領域を合わせたトータルマネジメント

体制確立に向けた活動を推進してまいります。また、お客さま毎に提供するサービスの見える化を実践するこ

とで価値向上を展開するとともに、ＣＳシニアアドバイザ増強による現場対応力強化を進め、全社プロジェク

ト推進と地域別ＣＳ向上活動の連携強化を図ってまいります。 

もう一つの基軸であるＣＳＲ活動では、ＣＳＲアドバイザ(注2)を活用したコンプライアンス対応力をさらに強

化してまいります。また、社会貢献倶楽部を核とした地域に根差した貢献活動や世界遺産劇場などをはじめと

する文化支援活動、震災復興支援活動などの社会・地域貢献活動を継続して実践してまいります。さらに情報

開示についても内容や活動を充実してまいります。 

   

②サポートサービス事業の担い手である「ひと」の強化としては、事業に直結する人財として、プラットフォーム

ＳＥや仮想化ソリューションの設計・構築要員、ＩＴ環境アセスメント要員、グローバル要員などの育成強化

に傾注してまいります。 

  

（注1）ＳＡＰとは、ドイツに本社を置くソフトウェア会社ＳＡＰ ＡＧ社が提供する業務横断型ソフトウェアのこ

とです。 

（注2）ＣＳＲアドバイザとは、内部監査指摘事項の改善とコンプライアンス問題の発現ゼロ化に向けた推進を行う

人財です。 

  

   

 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素な

どの要因により、実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性があります。   



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法及び耐用年数の変更） 

 従来、当社は有形固定資産の減価償却方法については定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結累計期間

より定額法に変更しております。この変更は、クラウドコンピューティングニーズに対応した当社のＬＣＭ事業の

強化による長期安定的なサービスの拡大に伴い、定額法による償却が合理的な有形固定資産が増加していること、

並びに親会社である日本電気株式会社の連結グループにおける会計処理の統一性を考慮したことによるものであり

ます。この結果、安定的な収益と減価償却費の対応が厳格となり、より実態に合った業績を表すことにつながりま

す。 

 また、一部の有形固定資産及び無形固定資産の耐用年数については、個別資産ごとの利用計画、並びに資産グル

ープ別の利用状況に応じた回収期間を反映させたものに変更しております。 

 この減価償却方法及び耐用年数の変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は

127百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ141百万円減少しております。 

 また、この変更によるセグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,997 8,230

関係会社預け金 20,602 19,502

受取手形及び売掛金 40,525 35,605

商品及び製品 1,804 2,386

仕掛品 1,106 2,092

原材料及び貯蔵品 19,806 19,627

その他 9,444 9,717

貸倒引当金 △76 △73

流動資産合計 99,210 97,088

固定資産   

有形固定資産 4,721 4,592

無形固定資産   

のれん 246 147

その他 8,937 10,831

無形固定資産合計 9,183 10,978

投資その他の資産   

前払年金費用 12,720 12,733

その他 7,274 7,089

貸倒引当金 △320 △170

投資その他の資産合計 19,674 19,653

固定資産合計 33,579 35,225

資産合計 132,790 132,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,723 16,867

未払法人税等 2,323 1,703

賞与引当金 5,317 5,154

役員賞与引当金 18 18

ポイント引当金 7 8

工事損失引当金 － 14

その他 15,425 15,517

流動負債合計 40,817 39,284

固定負債   

退職給付引当金 16,082 15,989

資産除去債務 129 130

その他 659 643

固定負債合計 16,871 16,763

負債合計 57,688 56,048



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,670 9,670

資本剰余金 10,161 10,161

利益剰余金 55,407 56,553

自己株式 △1 △1

株主資本合計 75,237 76,383

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △111 △93

為替換算調整勘定 △24 △24

その他の包括利益累計額合計 △136 △118

純資産合計 75,101 76,265

負債純資産合計 132,790 132,313



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 90,988 88,500

売上原価 75,550 72,738

売上総利益 15,437 15,761

販売費及び一般管理費 11,979 12,150

営業利益 3,457 3,611

営業外収益   

受取利息 33 30

受取配当金 1 1

保険配当金 147 148

その他 99 117

営業外収益合計 281 296

営業外費用   

支払利息 11 9

関係会社出資金譲渡損 10 －

固定資産廃棄損 9 16

休止固定資産減価償却費 － 31

その他 12 12

営業外費用合計 44 69

経常利益 3,694 3,838

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 －

たな卸資産評価損 35 －

災害による損失 － 68

特別損失合計 103 68

税金等調整前四半期純利益 3,591 3,770

法人税等 1,531 1,533

四半期純利益 2,059 2,236

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 17

為替換算調整勘定 △3 0

その他の包括利益合計 10 17

四半期包括利益 2,070 2,254

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,070 2,254

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,591 3,770

減価償却費 1,133 1,072

のれん償却額 99 98

たな卸資産評価損 35 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37 △153

賞与引当金の増減額（△は減少） 548 △163

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62 △92

ポイント引当金の増減額（△は減少） △0 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 14

受取利息及び受取配当金 △34 △31

支払利息 11 9

有形固定資産廃棄損 12 16

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △12

無形固定資産廃棄損 0 0

関係会社出資金譲渡損 10 －

無形固定資産評価損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 －

災害損失 － 68

売上債権の増減額（△は増加） 5,650 4,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,274 △1,387

前払年金費用の増減額（△は増加） △10 △13

その他の資産の増減額（△は増加） △39 △116

仕入債務の増減額（△は減少） △2,844 △825

未払費用の増減額（△は減少） 33 57

未払事業税の増減額（△は減少） △3 △3

未払消費税等の増減額（△は減少） 349 △224

前受金の増減額（△は減少） 974 808

その他の負債の増減額（△は減少） 10 50

その他 △5 －

小計 8,218 7,864

利息及び配当金の受取額 36 29

利息の支払額 △11 △9

災害損失の支払額 － △86

法人税等の支払額 △2,084 △2,143

法人税等の還付額 － 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,159 5,653



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △37 △469

有形固定資産の売却による収入 1 35

無形固定資産の取得による支出 △2,604 △2,851

無形固定資産の売却による収入 0 －

関係会社出資金の譲渡による収入 23 －

その他 204 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,413 △3,248

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △150 △181

配当金の支払額 △1,090 △1,090

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,241 △1,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,501 1,133

現金及び現金同等物の期首残高 24,219 26,599

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,719 27,732



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

システム展開
サービス 

サプライサービ
ス  

運用サポートサ
ービス 

売上高         

外部顧客への売上高  47,645  13,960 19,655  9,726  90,988

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 0  － 2  0  3

計  47,646  13,960 19,657  9,727  90,991

セグメント利益又は損失

（△） 
 7,000  △729 232  911  7,415

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計 7,415

全社費用（注） △3,957

四半期連結損益計算書の営業利益 3,457



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

（事業セグメントの利益又は損失の算定方法の重要な変更）  

  「２．サマリー情報（その他）に関する事項」の「（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」に記載のとおり、第１四半期連結累計期間より有形固定資産の減価償却方法、及び有形固定資産並びに無形固

定資産の耐用年数を変更しております。 

  この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益は、「保守サー

ビス」については46百万円、「システム展開サービス」については1百万円、「サプライサービス」については20

百万円減少しております。なお、「運用サポートサービス」の利益への影響は軽微であります。 

  

  

該当事項はありません。 

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

システム展開
サービス 

サプライサービ
ス  

運用サポートサ
ービス 

売上高         

外部顧客への売上高  46,897  12,860 19,242  9,499  88,500

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 0  － 3  0  4

計  46,898  12,860 19,245  9,499  88,504

セグメント利益又は損失

（△） 
 7,821  △1,353 312  793  7,574

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計 7,574

全社費用（注） △3,962

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 3,611

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当社グループの事業内容は、主としてコンピュータシステム、通信システム及びネットワークシステムの設置、

メンテナンス、運用管理並びにシステムに関連する付属部品・周辺機器等の販売であり、事業全体に占める生産活

動は僅かであるため、生産実績については、記載しておりません。 

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 
前年同四半期比

 （％） 
受注残高 

（百万円） 
前年同四半期比

（％）  

保守サービス  47,203  98.2  17,454  107.7

システム展開サービス  13,889  90.9  3,380  92.9

サプライサービス  20,141  93.2  3,448  77.5

運用サポートサービス  10,106  90.0  6,545  103.4

合計  91,340  94.9  30,829  100.7

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 
前年同四半期比（％） 

保守サービス（百万円）  46,897  98.4

システム展開サービス（百万円）  12,860  92.1

サプライサービス（百万円）  19,242  97.9

運用サポートサービス（百万円）  9,499  97.7

合計（百万円）  88,500  97.3

相手先 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本電気株式会社  50,762  55.8  49,432  55.9
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