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平素は当社業務に格別のご支援を賜りありがたく厚く御

礼申し上げます。

ここに当社第32期（平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで）の営業のご報告をご高覧願うにあたりまして、

一言ご挨拶申し上げます。

当社第32期は、「中期経営計画」の最終年度でした。サブ

プライムローン問題および原油高騰等の不透明な状況の中

ながら、我が国の企業業績の底堅さを背景に、情報サービ

ス業界におきましてもＩＴ投資の回復が見られました。し

かし、企業のコスト削減、投資対効果重視の慎重姿勢によ

り価格面で非常に厳しい傾向にあります。この状況下、当

社は、グループ戦略の効率強化、収益の維持確保に向け取

り組み、一定の成果を見ました。

当社第33期は、前三カ年計画の成果を伸ばし、課題を解

決する、新「中期経営計画（当社第33期から第35期までの三

カ年）」の初年度といたします。引き続き厳しい状況ではあ

りますが、当社グループ企業が互いに切磋琢磨して企業価

値の維持向上に努めます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成20年6月

代表取締役社長　石橋　雅敏

To Our Shareholders
株主の皆様へ
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３．人材育成のスピードアップ
選抜型の人材育成制度やITSSスキル標準にのっとった
研修ロードマップの構築などの体制を整えてまいりま
した。ITサービス事業の拡大を図って技術者教育に注力
してきた成果が現れてきております。今後各分野で結果
として現れてくるものと期待しております。

４．マネジメントシステムの確立
ISO・Pマーク・ISMSの３点の整備を通し、顧客の信
頼を確保するべく努めてまいりました。内部統制システ
ムとの整合性を図るため、ISMSの認証には遅れが出て
おりますが、着実にその準備は進めております。

５．内部統制に対応
初年度より厳正に対応できる体制を整えました。

６．自己株式の取得
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す
るため、前期に17万3,200株の自己株式の取得を行いま
した。これにより、現在の自己株式数は、27万3,478株
となりました。

「新中期経営計画（今期から三カ年）」を公表されましたが、
その概要をご説明ください。

Q uestion 2

前年までの「中期経営計画」をうけてあらたに、以下
の６点を今年度以降の三カ年計画として策定しました。

新中期経営計画（今期〜2011年３月期）においては、

当連結会計年度は、「中期経営計画」の３年目の最終年度
でしたが、どのように評価されていますか？

Q uestion 1

次期以降の飛翔へ向けての十分な基盤確保・整備ができ
たと考えております。

１．確実な増収増益の確保。情報セキュリティ分野の売上げ拡大。
計画値をほぼ達成し、確実な収益基盤を確立できまし
た。
システムインテグレーション事業におきましては、好
調な需要を受けて順調に続伸しましたが、金融分野の
建て直しが課題として残りました。
ITサービス事業におきましては、好調なインフラ設
計・構築およびシステム運用管理業務の安定的な拡大
が図れました。
情報セキュリティ部門におきましては、顧客ニーズに
応えるサービスの提供が進み、フォレンジック部門に
おきましては「フォレンジックはフォーカス」と言われ
るまでになり得たと、自負しております。今後	
は、暗号・フォレンジックの２本柱から、ネットワー
ク診断・コンサルティングなどを含めた総合的な情報
セキュリティ事業へと展開を進めてまいります。

２．キャッシュ・フローの改善
この３年間で、主に有利子負債の削減により20億の改
善を行うことができました。
有利子負債と現預金残高の同水準化を目指し、新中期
経営計画においても、引き続き改善を進めてまいりま
す。

トップインタビュー
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代表取締役社長　石橋 雅敏

１．売上高：155億円、経常利益：10億円
２．情報セキュリティ事業他の売上を総売上の10％
３．社員1000人体制
４．キャッシュ・フローの改善
有利子負債と現預金を同水準に

５．人材育成
プロジェクトリーダーとなる人材育成スピードア
ップ

６．東証上場へ体制整備

以上の６点を達成することにより、IT業界の有力グルー
プとして、社会貢献できる企業として存在していけるも
のと考えております。

最後に株主の皆様へのメッセージをお願いします。

Q uestion 3

あらたに策定した「新中期経営計画」を着実に推進す
ることにより、時代の最先端を走る安全で効率的なソフ
トウェアの供給を通して、顧客・株主・ビジネスパート
ナーおよび社員と共に成長する企業であり続けることが
できると確信しております。
株主の皆様のなお一層のご支援、ご協力をお願い申し

上げます。
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公共分野
　官公庁関連システムなど社会を支える公共システム分野に数
多くの実績を有するのが当社の特徴のひとつ。「財務会計シス
テム」「労働保険・社会保険システム」「貿易流通システム」「航
空・交通管制システム」など、高い信頼性、深い業務理解が求
められるシステムを数多く手掛けています。
　こうした大規模プロジェクトの経験を通じて蓄積した技術
が、現在の当社の競争力の原資となっています。これらのシス
テム開発を通じた優良企業・官公庁など大口顧客との長期・安
定した取引関係が、当社の事業基盤となっているのです。

通信ネットワーク分野
　設立以来、当社が強みを発揮するのが通信ネットワーク分野
です。さまざまな開発を通じて、通信関連の有力企業との長期
安定した取引関係を確立しています。次世代通信網『NGN』
を構成する各種通信装置や、携帯電話の基地局、インターネッ
トの核であるルータやゲートウェイなど、さまざまな通信制御
装置のファームウェア開発を行っています。
　また、携帯電話端末の開発においては、ミドルウェアからド
ライバ通信制御など、高度な知識・経験が要求される部分の開
発に強みを持っています。

金融分野
　新しい事業基盤とするべく注力しているのが、金融ビジネス
分野の拡大です。
　オープン系の開発では銀行（顧客管理システム）、大型汎用
機系の開発では銀行（融資業務に関わる設計・開発）、生保（個
人保険、企業保険の新契約、保全業務）、損保（大手損保会社
の代理店管理システム開発）と多岐にわたり、安定した取引を
確立しております。

３つの事業領域

私たちフォーカスシステムズは、お客様に 
ト ー タ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン を ご 提 供 す る 

“総合情報サービス企業”です。
健 全 な I T 社 会 の 実 現 の た め、 最 先 端 の 
テクノロジーを取り入れながら、常に新しい 
ソリューションの創造に努めています。

インフラ基盤環境 設計・構築
　進化の早いオープン系システムにおいて、インフラ基
盤（ハードウェア周り、ネットワーク、OS、ミドルウェ
ア）の構築から、アプリケーションソフトの開発まで、
最先端技術を駆使した設計・構築･開発を行っています。

技術支援サポート業務
　ハードウェア環境、ネットワーク、OS、ミドルウェア
の問題点解決や、ハードウェアの推奨設定値の支援など
を技術者に対し行うことにより、先端技術を必要とする
お客様環境の構築を支えています。

運用サポート業務
　メーカの提供するソフトウェアに対し、顧客の業務上
の問題点解決や顧客要求を実現するために、電話による
技術サポート（ヘルプディスク）やお客様環境運用シス
テムの開発など、技術力（テクニカルスキル）の提供に
より運用をサポートしています。

Business Domain

システムインテグレーション事業

ITサービス事業
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様々なフェーズでのセキュリティ
　暗号により秘匿の確保、定期的なセキュリティ診断、
それでも問題が発生した場合のデジタル・フォレンジッ
クによるインシデントレスポンス（事後対応）。フォーカ
スシステムズは、さまざまなアプローチでビジネスにお
けるセキュリティ対策を支援していきます。

暗号技術
　自社製品などさまざまな環境でC4暗号をはじめとした各
種暗号技術を活用し、情報漏洩対策の一つとして、デジタ
ル社会におけるセキュリティのニーズに対応しています。

メーカー各社とのジョイント
　メーカーへの技術提供により開発された製品、大学病院と
の研究で開発されたインターネット遠隔医療システムなど、
共同開発の実績を多数あげています。

セキュリティサービス
　法律や、制度の義務化に伴い必要となるセキュリティ対
策の構築や認定資格取得の支援。ネットワーク社会におい
て必要となるWebの脆弱性診断やLAN・WANのセキュリテ
ィ診断などのサービスを提供しています。

デジタル・フォレンジック
　昨今のコンピュータやデジタル機器の普及により、個人
情報や機密情報の情報漏洩事件や、企業による粉飾決算事
件など、デジタルデータは必ず何らかの関わりを持ってき
ています。デジタルデータの証拠保全や調査・分析、改竄・
毀損について、適切な分析・情報収集の必要性が高まって
きており、それらの手法や適用分野を総称して“デジタル・
フォレンジック”と称しています。
　製品販売、調査サービス・コンサルティングなど、この
新しいセキュリティ分野であるデジタル・フォレンジック
を幅広く提供しています。

PCファイル暗号アプリケーション

USBキー暗号ツール
株式会社ミロク情報サービス
会計事務所システム

System i専用バックアップソフトウェア 高速VPNソフトウェア

異機種間ファイル暗号ツール

CRYPTO RELAY

セキュリティ製品の開発・販売 お客様製品

システム開発用エンジン・ライブラリ

SI開発・OEM提供

共通鍵暗号 FIPS 140-2適合認定ライブラリ

ファイル暗号
（C言語）

OS/390
OS/400

HP-UX

AIX
XSPVOS3

Solaris

Windows

Linux

株式会社セゾン情報システムズ
異機種間ファイル転送ソフト

HULFT

デジタル・フォレンジック

トータルセキュリティのご提案

Web脆弱性診断
ISMS取得

ネットワーク診断

トータルセキュリティ

●PCのHDDからの証拠取得プロセス

フォーカスシステムズを支える
３つの“FOCUS”

情報セキュリティ事業
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第28期
平成16年３月期

第29期
平成17年３月期

第30期
平成18年３月期

第31期
平成19年３月期

第32期（当期）
平成20年３月期

売 　 　 上 　 　 高（百万円） 11,670 10,638 10,673 11,299 12,609
経常利益又は経常損失（△）（百万円） △131 45 209 △368 318
当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △104 △188 266 △410 294
総 　 　 資 　 　 産（百万円） 15,040 12,990 12,613 11,188 10,937
株 　 主 　 資 　 本（百万円）※	 4,939 5,109 5,330 4,751 5,270
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） （円） △11.54 △20.53 26.78 △44.91 32.55
※（注）　株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式を含んでおります。
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連結決算ハイライト
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 当期の業績の概況
　当連結会計年度における我が国経済は、大企業を
中心とした堅調な企業業績、設備投資の拡大、雇用
環境の改善基調が続き、景気は緩やかながら拡大基
調を持続いたしました。その一方で、原油高騰によ
る原材料の値上げ、サブプライムローン問題に端を
発した世界的な信用収縮、国会での衆参両議院のね
じれ現象による政策決定の停滞等により、先行き不
安定な状況が続いております。
　情報サービス業界におきましては、企業のIT投資
需要は、比較的堅調に推移しているものの、顧客ニ
ーズに即した人材の不足が続き、また投資効果に対
する要求も一層厳しいものとなってきております。
　このような状況下、当企業グループは、「システム
インテグレーション事業」「ITサービス事業」「情報
セキュリティ事業」の３事業分野を重点とした事業
活動を推進してまいりました。

　システムインテグレーション事業・ITサービス事
業におきましては、大規模プロジェクトの受注、プ
ロジェクト管理手法の改善、原価管理の徹底、およ
び社員教育研修を通じてのスキルアップ等に一貫し
て取り組んだ結果、前年同期比に比べ売上高におい
て10％超となり堅調に推移いたしました。
　情報セキュリティ事業におきましては、情報セキ
ュリティの事後対策に適した、自社の情報管理体制
を記録として残せるデジタル・フォレンジック製品
の販売が軌道に乗りつつあり、計画通りに推移いた
しました。
　以上の結果、当期連結業績は、連結売上高12,609
百万円（前連結会計年度比11.6％増）、連結営業利益
367百万円（前連結会計年度比21.1％増）、連結経常
利益318百万円（前連結会計年度は368百万円の経常
損失）、連結当期純利益294百万円（前連結会計年度
は410百万円の当期純損失）となりました。

受注
得 意 先

株式会社フォーカスシステムズ（当社）
外注委託・製品仕入・販売

■グループの状況

納品

連結子会社
●（株）ビスタ（100.00％）
　協力会社管理・人材育成・教育に関する受託業務

●オープンテクノロジー（株）（89.04％）
　DVD等新規メディアのコアソフト開発

●（株）フォーカスピクチャーズ（100.00％）
　映画・映像等コンテンツ制作・販売・輸出入

受注 納品 受注 納品

持分法適用関連会社
●（株）イノス（20.00％）
　　ソフトウェア開発
● （株）ソキエ（28.98％）
　�　セキュリティおよび情報通信システムのコンサル
ティング業務および開発、製造

● （株）ＩＴＭ（25.00％）
　�　医療・福祉ITシステム開発およびコンサルティング

（注）（　　）内は出資比率

（注）　従来、持分法を適用している関連会社であった㈱シーフォーテクノロジーは、第三者割当増資に伴い、当社の持分比率が低下したため、当連結
会計年度より持分法を適用している関連会社から除外しております。

	 　持分法適用関連会社㈱ITMは、平成20年３月をもって営業活動を終了し、清算手続に入っております。
	 　子会社㈱ビスタは、平成20年４月以降営業活動を休止し、既存の業務は、当社にて引き続き行っております。

Review of Operations
営業の概況（連結）
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［ 連 結 貸 借 対 照 表（ 要 約 ）］

（単位：百万円、単位未満切り捨て）

Point
❶
流動資産は、前期末に比べ691百万円減少
しました。これは主に、棚卸資産112百万
円及び現金及び預金176百万円の減少よる
ものです。

流動資産

Point
❷
固定資産は前期末に比べ440百万円増加し
ました。
これは主に、投資有価証券689百万円の増
加及び繰延税金資産230百万円の減少によ
るものです。

固定資産

Point
❸
流動負債は、前期末に比べ851百万円減少
しました。
これは主に１年以内返済予定短期有利子負
債の減少784百万円によるものです。

流動負債

Point
❹
固定負債は、前期に比べ102百万円減少し
ました。
これは主に、社債398百万円の減少及び長
期借入金307百万円の増加によるものです。

固定負債

科　目 当連結会計年度
平成20年３月31日現在

前連結会計年度
平成19年３月31日現在

資産の部
流動資産 4,915 5,606

固定資産 6,022 5,581

有形固定資産 3,897 3,920

無形固定資産 235 236

投資その他の資産 1,889 1,424

資産合計 10,937 11,188

負債の部
流動負債 3,465 4,317

固定負債 1,953 2,056

負債合計 5,419 6,373

純資産の部
株主資本 5,270 4,751

資本金 2,905 2,905

資本剰余金 1,949 1,949

利益剰余金 545 △57

自己株式 △129 △46

評価・換算差額等 233 51

少数株主持分 13 11

純資産合計 5,517 4,814

負債、純資産合計 10,937 11,188

Point
❺
自己株式は、期中に173,200株の市場買付
を行いました。

自己株式

Point❷

Point❶

Point❸

Point❹

Point❺

連結財務諸表
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［ 連 結 損 益 計 算 書（ 要 約 ）］

（単位：百万円、単位未満切り捨て）

Point
❸
特別利益は、前期比423百万円増加しまし
た。前期は退職給付制度終了益114百万円
を主因にするものでしたが、当期は、㈱
UBICの上場による、投資有価証券売却益
588百万円によるものです。

特別利益

Point
❹
当期の特別損失は、前渡金償却272百万円
及び貸倒引当金繰入額67百万円の発生によ
るものです。

特別損失

Point
❺
上記の結果、当期純利益は、294百万円とな
り、前期比704百万円の増加となりました。

当期純利益または当期純損失（△）

Point
❷
営業外費用は、前期比633百万円減少しま
した。前期は、持分法による投資損失636百
万円を主な要因とするものでしたが、当期は
発生しておりません。

営業外費用

Point
❶
売上高は、前期に比べ1,309百万円の増加
でした。売上原価1,177百万円増加、売上
総利益132百万円増加、販売費および一般
管理費68百万円増加。その結果営業利益は
63百万円増加しました。
好調な需要の取り込みにより、売上増を確保し
ましたが、外注費増加等原価も増加しました。

売上高

当連結会計年度
12,609百万円
（100％）

●システムインテグレーション
　8,987百万円（72％）●ITサービス

　3,199百万円
	（25％）

●情報セキュリティ
　264百万円（2％）

●その他
　157百万円（1％）

〈品目別売上高及び構成比〉

科　目 当連結会計年度
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

前連結会計年度
平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

売上高 12,609 11,299

売上原価 10,984 9,806

売上総利益 1,625 1,492

販売費および一般管理費 1,257 1,189

営業利益 367 303

営業外収益 71 82

営業外費用 120 754

経常利益または経常損失（△） 318 △368

特別利益 595 172

特別損失 356 －

税金等調整前当期純利益または税金等調整前当期純損失（△） 557 △195

法人税、住民税および事業税 19 18

法人税等調整額 241 195

少数株主利益 2 0

当期純利益または当期純損失（△） 294 △410

Point❶

Point❷

Point❸

Point❹

Point❺

Financial Section
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Point
❶

Point
❷

Point
❸

科　目 当連結会計年度
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

前連結会計年度
平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 432 576

投資活動によるキャッシュ・フロー 458 △��8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,049 △��811

現金及び現金同等物の増減額 △��157 △��243

現金及び現金同等物の期首残高 1,624 1,868

現金及び現金同等物の期末残高 1,467 1,624

（単位：百万円、単位未満切り捨て）

［連結キャッシュ・フロー計算書］
当期における営業活動の結果、得られた資
金は432百万円であり前期に比べ143百万
円減少しております。
これは主に、税金等調整前当期純利益の計上
によるものです。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期における投資活動の結果得られた資金
は458百万円であります。
なお前年同期に同活動により使用した資金
は、８百万円であります。
これは主に、投資有価証券の売却による収
入611百万円によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当期における財務活動の結果、使用した資
金は1,049百万円であります。なお、前年
同期に同活動により使用した資金は811百
万円であります。
これは主に、社債の償還1,384百万円によ
るものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

科　目 株 主 資 本 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

平成19年3月31日残高 2,905 1,949 △57 △46 4,751 51 11 4,814
当連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △90 △90 △90
当期純利益 294 294 294
持分法適用会社の減少による増加 399 399 399
自己株式の取得 △83 △83 △83
株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） 181 2 183

当連結会計年度中の変動額合計 － － 602 △83 519 181 2 702
平成20年3月31日残高 2,905 1,949 545 △129 5,270 233 13 5,517

［連結株主資本等変動計算書］
（単位：百万円、単位未満切り捨て）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

Point❶

Point❷

Point❸

連結財務諸表
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［貸借対照表（要約）］ ［損益計算書（要約）］

（単位：百万円、単位未満切り捨て）

（単位：百万円、単位未満切り捨て）

科　目 第32期
平成20年３月31日現在

第31期
平成19年３月31日現在

資産の部
流動資産 4,709 5,297
固定資産 6,036 6,030
有形固定資産 3,891 3,914
無形固定資産 232 231
投資その他の資産 1,912 1,885
資産合計 10,745 11,328

負債の部
流動負債 3,404 4,146
固定負債 1,937 2,026
負債合計 5,341 6,172

純資産の部
※株主資本 5,170 5,104
評価・換算差額等 233 51
純資産合計 5,403 5,155
負債・純資産合計 10,745 11,328

科　目 第32期
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

第31期
平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで

売上高 12,251 10,965
売上原価 10,774 9,643
売上総利益 1,476 1,322
販売費及び一般管理費 1,144 1,020
営業利益 332 301
営業外収益 70 92
営業外費用 119 117
経常利益 283 277
特別利益 588 119
特別損失 361 20
税引前当期純利益 510 376
法人税、住民税及び事業税 6 6
法人税等調整額 262 187
当期純利益 240 182

科　目 株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金資本準備金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成19年3月31日残高 2,905 1,949 295 △46 5,104 51 5,155
当事業年度中の変動額
剰余金の配当 △90 △90 △90
当期純利益 240 240 240
自己株式の取得 △83 △83 △83
株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額） 181 181

当事業年度中の変動額合計 － － 150 △83 66 181 248
平成20年3月31日残高 2,905 1,949 445 △129 5,170 233 5,403

［ 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ］
（単位：百万円、単位未満切り捨て）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

※（注）　	株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式を
含んでおります。

Financial Section
単体財務諸表
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■�所有者別状況

■発行可能株式総数	 36,000,000株
■発行済株式の総数	 9,195,365株
■株主総数 	 4,611名

■株価・出来高の推移

■�所有数別分布状況

0 2006/
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2007/
1月

（千株）

1,000

2,000

3,000

4,000 （円）
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800

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008/
1月

2月 3月

株主名
持株数（株） 議決権比率（％）

東　　　光　博 574,200 6.44
株式会社UBIC 450,000 5.05
柿　木　龍　彦 348,700 3.91
石　橋　雅　敏 280,000 3.14
畑　山　芳　文 253,900 2.85
フォーカスシステムズ社員持株会 194,500 2.18
株式会社三井住友銀行 170,000 1.91
斉　丸　千　代 153,200 1.71
第一生命保険相互会社 150,000 1.68
みずほ信託銀行株式会社 135,000 1.51

■大株主（上位10名）

※　その他、自己株式として273,478株を所有しております。

●個人・その他
　4,505名	 （97.70％）
●金融機関
　14名	 （0.30％）
●その他国内法人
　70名	 （1.51％）
●外国法人・個人
　6名	 （0.13％）
●証券会社
　15名	 （0.32％）
●政府及び地方公共団体
　1名	 （0.02％）

●個人・その他
　67,719百株	（73.64％）
●金融機関
　8,967百株	 （9.75％）
●その他国内法人
　13,972百株	（15.20％）
●外国法人・個人
　257百株	 （0.28％）
●証券会社
　1,028百株	 （1.12％）
●政府及び地方公共団体
　10百株	 （0.01％）

株式情報（平成20年3月31日現在）
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■ 会社概要 （平成20年3月31日現在）

社　　　名	 株式会社フォーカスシステムズ
本　　　社	 〒141-0022
	 東京都品川区東五反田2丁目7番8号
	 フォーカス五反田ビル	
	 TEL.03-5421-7777（代）
	 FAX.	03-5421-3201
設　　　立	 昭和52年4月1日
資　本　金	 29億円
売　上　高	 122億円
従 業 員 数	 768名

■ 役　　員 （平成20年6月27日現在）

代表取締役会長	 東　　　光　博
代表取締役社長	 石　橋　雅　敏
取締役副社長	 柿　木　龍　彦
専務取締役	 畑　山　芳　文
取　締　役	 森　　　啓　一
常勤監査役	 坂　主　淳　一	
監　査　役	 池　野　清　昭
監　査　役	 瀬　尾　師　也※
監　査　役	 齋　藤　　　功※

■ 関連会社 （平成20年3月31日現在）

●（株）ビスタ
●  オープンテクノロジー（株）
●（株）フォーカスピクチャーズ
●（株）イノス
●（株）ソキエ
●（株）ＩＴＭ

　（注）※両氏は社外監査役であります。

Corporate Overview
会社概況
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ホームページをご覧ください。
当社ホームページでは決算短信などのIR情報や、当社事業や製
品・サービスなど様々な情報を発信しております。

ホームページアドレス　http://www.focus-s.com

事　業　年　度	 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
定 時 株 主 総 会	 ６月
基　　準　　日	 ３月31日
配当金受領株主確定日	 ３月31日
株主名簿管理人	 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	 東京都中央区八重洲一丁目２番１号
	 みずほ信託銀行株式会社
	 本店証券代行部
同　取　次　所	 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
	 みずほインベスターズ証券株式会社　本支店
単 元 株 式 数 	 100株
公　告　方　法 	 電子公告とする。

株式会社 フォーカスシステムズ
東京都品川区東五反田２丁目７番８号フォーカス五反田ビル
http://www.focus-s.com

証券コード：4662

株主のみなさまへ
第32期  報告書 平成19年４月１ 日から

平成20年３月31日まで

株主メモ
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