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株主のみなさまへ
平成20年４月１ 日から
平成21年３月31日まで
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宇宙情報システム

衛星画像を衛星から受信
し、解析配信するシステ
ムの開発

次世代
移動通信システム

ミドルウェアからドライ
バ開発、通信制御まで携
帯端末に関するあらゆる
開発

航空管制システム

管制官が使用する、いわ
ば「空の信号機」システム
の開発

電子行政システム

行政サービスの電子化に
伴うシステムの開発

自動車登録システム

車、バイク等の所有者や
車検状況を管理するシス
テムの開発

ABOUT
FOCUS SYSTEMS

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。
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気象情報システム

全国の気象観測所をつな
ぐネットワークの構築

福祉介護システム

福祉介護の必要な人がど
んな介護を受けているの
かを管理するシステムの
開発

暗号技術

電子情報を漏洩や改ざん
などのリスクから守るた
めの次世代暗号技術

金融機関向け
システム

メガバンク向け顧客管理
システムの開発や新銀行
の基盤構築

RFIDシステム

ICタグをさまざまな物品
に取り付けて管理をする
システムの開発

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。

フォーカスシステムズの技術は、
さまざまなシーンで社会を支えています。
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TOP 
INTERVIEW

トップインタビュー

A.　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、下期に入り企業のＩＴ投資に対する姿勢が後退
しはじめ、その結果、開発案件受注の減少、開発案件の延期、
中止そして契約締結に至るまでの期間の長期化、およびそれ
に伴う原価の増加等により、計画に対し未達となりました。
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
ます。
　以上の結果、当期連結業績は、連結売上高12,355百万円
（前連結会計年度比2.0％減）、連結営業利益58百万円（前連
結会計年度比84.0％減）、連結経常利益６百万円（前連結会
計年度比98.0％減）、連結当期純損失165百万円（前連結会
計年度は294百万円の当期純利益）となりました。

当期業績についてQ

株主の皆様へ

　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33期（平成20年4月1日から平成21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33期は、前三カ年計画をふまえた新「中期経営計

画（当社第33期から第35期までの三カ年）」の初年度であ

りましたが、米大手投資銀行の経営破綻をきっかけとした

世界的金融危機による未曾有の景気後退という経済状況の

中、特に下期より、取引先のIT投資後退の結果として、値

下げ圧力、開発案件延期、中止等による原価の増加等によ

り、減収減益となりましたことを深くお詫び申し上げま

す。

　引き続き厳しい状況ではありますが、当社グループは、

経営資源を集中してコストコントロール、リスク管理を強

化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21年6月

代表取締役社長　石橋　雅敏
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A.　当期スタートした三カ年計画は見直しを行います。
　急激な世界経済の減速による情報サービス業界の収縮に対
応できる計画ではなくなったため、これを凍結し、今後の経
済状況を見極めたうえで、新たな「中期計画」をスタートさせ
るものといたします。当面単年度目標を設定して、着実に利
益の出せる企業体質の構築に全力を尽くします。
　今後ますます競争の激化が予想され、価格面での競争は回
避できない状況にあります。しかし、昨年からずれ込んだ案
件の動きや、布石を打ってきた効果も見え始めています。
　このような状況をふまえ、当企業グループはより一層の利
益管理の徹底と、グループ内の蓄積された資源（技術者・ノ
ウハウ・製品等）の有効活用を軸に、人材戦略、パートナー戦
略および新規事業戦略を推進してまいります。
　通期の業績として、連結売上高12,500百万円、連結営業
利益230百万円、連結経常利益175百万円、連結当期純利益
70百万円を見込んでおります。

A.　当企業グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営
の重要課題の一つと認識しております。安定的な配当の継続
を実施してまいりたいと考えておりますが、当期純損失とな
ったため誠に遺憾ながら、当期の配当金は、無配とさせてい
ただきました。次期（平成22年３月期）の配当金につきまし
ては、１株当たり10円を予定しております。
　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
し続け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。

今期以降の展開についてQ

株主様へのメッセージQ

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
認証取得のお知らせ

　当社はこの度、情報セキュリティマネジメントシステ
ム（ISMS）の国際標準規格である、「ISO/IEC	27001：
2005」、ならびに国内規格である「JIS	Q	27001：
2006」の認証を全社において取得いたしました。
　当社は、情報セキュリティ体制の確立は情報サービ
スを提供する企業としての社会的責務であると認識し、
ISMSの構築と整備を進めてまいりました。
　今回の認証取得により、当社の情報セキュリティマネ
ジメントシステムが国際標準規格に準拠していることが
証明され、お客様および社内の重要な情報資産を確実に
保護する体制が整ったことになります。
　今後も認証基準に基づく情報セキュリティマネジメン
トシステムの維持・改善に取り組み、お客様からいっそ
う信頼される企業を目指してまいります。

適用規格 JIS	Q	27001：2006
	（ISO/IEC	27001：2005）

認証登録番号 JUSE-IR-176

所在地
〒141-0022
東京都品川区東五反田 2 － 7 －８
フォーカス五反田ビル

認証登録範囲
・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

登録日 2009年 3月24日

審査登録機関 財団法人　日本科学技術連盟

認定機関 財団法人　日本情報処理開発協会

認証マーク

トピックス
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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。

●	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。

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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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

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

●PCのHDDからの証拠取得プロセス

Focus Systems
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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IT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。

●	さまざまなフェーズでのセキュリティ
暗号による秘匿の確保、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。

●	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アプリケーションの脆弱性診断や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、改ざん・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。

情報セキュリティ事業

TCP/IP企業内・企業間
通信ミドルウエア

AES

株式会社セゾン情報システムズ
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INTRODUCTION 
EXAMPLE

プロジェクトのご紹介

#01 USB キー暗号ツール 「C4U Enterprise」

共有サーバ、パソコン内のデータのセキュリティ対策（暗号化）として、
C4U Enterpriseを導入。メールにおける添付ファイルの漏洩対策に効果を発揮。▲

A社様は、社員１万人弱を有し、大規模システムの開発を数多く手掛ける、日本有数のIT企業様です。全社で制
定されたセキュリティポリシーに沿って、セキュリティ対策を実施されています。
同社内の個人情報を取り扱うシステムの開発も行っている部門様において、より強固なセキュリティ確保を目
的に、メールの添付ファイルのセキュリティ対策として、当社の暗号化ツール「C4U	Enterprise」を導入い
ただいております。
「C4U	Enterprise」は、USBキーを用いた暗号化ツールで、パソコンにUSBキーを抜き挿しするだけで、指
定されたファイルを自動的に暗号／復号することができます。さらに、USBキーに総務部キー、部課長キーな
どのグループ鍵（パスワード）を予め設定しておくことで、特定のグループ内でメールなどによる暗号ファイ
ルのやり取りが安全にできます。
A社様からは、導入効果として次のような言葉をいただきました。

●メールの送信先を間違えた様な場合でも、暗号化により添付ファイルのセキュリティが保たれ、安全性が確保できた。

●ファイルの暗号化により、セキュリティに対する意識と秘密情報に対する認識の向上が図れた。

Mail

各ユーザのファイルは

自分だけが持つユーザ鍵で暗号

ユーザ鍵 グループ鍵（やり取り用）

特定ユーザとのやり取りには

グループ鍵で暗号

BAUSBキーの
抜き挿しだけで、
暗号／復号！

▲
▲
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#02 デジタル・フォレンジック

国内のフォレンジック業界における数少ないマルチベンダーとして、
数多くの製品販売やフォレンジックサービスの実績を重ねてきました。▲

『デジタル・フォレンジック』・・・まだまだ聞き慣れ
ない言葉かと思います。日本で認識されるようになっ
てまだ数年しか経っていません。
『フォレンジック』とは、「法の」「法的な」という意味
を持つ言葉です。刑事事件が発生した場合、犯行現場
に残された毛髪や血痕といった証拠を収集・保全し、
調査・分析を行って犯人を割り出し、それを証拠とし
て法廷に提出する一連のプロセスを指します。
『デジタル・フォレンジック』とは、そのコンピュータ
版であり、パソコンをはじめ CD-ROMや USBメモ
リなどに格納されている電磁的記録を証拠として保全
し、調査・解析することを指します。
悪意を持って行った不正行為（改ざん、持ち出しなど）
の痕跡を消そうとしても、それを暴き出す高度な技術
なのです。
その導入は企業秘密にも該当するため、具体的な導入
事例はお話しできませんが、民事・刑事訴訟、事件捜
査のほか、企業活動における不正行為の発見、内部統
制など、企業や官公庁におけるリスクマネージメント
に貢献しており、官公庁、法執行機関、製造会社、銀行、
証券会社、航空会社、法律事務所など、さまざまな組
織がフォレンジック製品やサービスを導入しています。

私たちフォーカスシステムズは、
さまざまなソフトウェアの開発やシステム構築を通じて、時代が要請するニーズに応えること
で、幅広い業種業態のお客様から厚い信頼を獲得してまいりました。
今回は、情報セキュリティ事業におけるソリューション事例をご紹介します。

フォーカスシステムズは、国内唯一のデ
ジタル・フォレンジックに関するNPO法
人である「デジタル・フォレンジック研
究会」の事務局として、啓発・普及活動
や研究にも積極的に取り組んでいます。

PCを立ち上げただけでも全データの約20％
のタイムスタンプが変化するほどデジタルデー
タは繊細です。気付かずに調査に必要な手がか
りを消していることも多々あります。

サーバのログは改ざんされている可能性があり
ます。既存のログだけで調査を行うのは、大変な
時間と労力を要します。

クラッカーが仕掛けたトラップにかかり、調査をす
ることで却って被害を大きくしてしまうこともあり
ます。

フォレンジックの
必要性

形跡（証拠）の確保 不十分なログ

トラップの危険性
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TOPICS
intra-mart

トピックス

intra-martとは？	
「intra-mart」は、数多くのJava業務コンポーネントとJavaEE

フレームワークから構成される統合型フレームワークです。

従来はゼロから開発したり、他社製品を組み合わせるなどしな

いと実現できなかった複雑な機能でも、Webシステムの構築が

容易に実現できます。

intra-martの実績と信頼
「intra-mart」は株式会社富士キメラ総研発行の「2008パッケ

ージソリューション・マーケティング便覧」	においてワークフ

ロー市場分野で第1位を獲得しています。

国内導入実績も、2000社に及び、幅広い業界のユーザが導入

しています。

開発生産性を高める、intra-mart のコア・ソリューション

　　　　　　　　　　は
当社では、2008年３月に、NTTデータイントラマート社の特約店契約を締結し、システム構築基盤である同社製品「intra-mart」
の製品販売を行っております。現在70名体制で、「intra-mart」を利用したWebシステム（基幹システム、情報系システム）のコン
サルティング、およびシステムインテグレーションを、お客様のニーズに合わせて提供しております。

Webシステムの開発効率を
大きく向上させる統合型フレームワークです!!

フレームワーク層
im-JavaEE Framework/Seasar2/マスカット

（JavaEE によるシステム開発を効率化する、フレームワークとDI コンテナ）

アプリケーションサーバ層
Resin/JBoss

（オープンソースアプリケーションサーバ）

intra-mart WebPlatform

共通マスタ
（データ一元化）

モジュール層
IM-BizAPI

コンポーネント層
im-BizAPI

（業務の効率化）

ワーク
フロー

（セキュリティ統合）

アクセス
セキュリティ

（情報の分析）

View
Creator

（情報の集約）

ポータル

intra-mart アプリケーションシリーズ

イントラネット・
ソリューション

CRM
ソリューション

フレームワークをベースに各種
Businessアプリケーション（ソー
ス公開）をご用意しています。

標準でオープンソースアプリケー
ションサーバ（Resin・JBoss）が
同梱されています。

高い開発生産性を実現する
JavaEEフレームワークとともに、
Webシステムの開発に必要な各
種機能をコンポーネント化してい
ます。

統合型フレームワーク&
アプリケーションによる
コア・ソリューション

開発元：株式会社 NTT データ イントラマート
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CONSOLIDATED STATEMENT
HIGHLIGHT

連結決算ハイライト

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
平成20年３月期

第33期（当期）
平成21年３月期

売上高 （百万円） 10,638 10,673 11,299 12,609 12,355
経常利益または経常損失（△） （百万円） 45 209 △368 318 6
当期純利益または当期純損失（△） （百万円） △188 266 △410 294 △165
総資産 （百万円） 12,990 12,613 11,188 10,937 10,103
株主資本 （百万円） 5,109 5,330 4,751 5,270 4,907
１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△） （円） △20.53 26.78 △44.91 32.55 △18.78

※（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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40

-20

20

-40

0
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１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失

（円）
株主資本

（百万円）
総資産

（百万円）

当期純利益または当期純損失
（百万円）

経常利益または経常損失
（百万円）

売上高
（百万円）
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［連結貸借対照表（要約）］

［連結株主資本等変動計算書］（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

（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）

❶
❷

❸
❹

❺

科　目 当連結会計年度
平成21年３月31日現在

前連結会計年度
平成20年３月31日現在

資産の部
流動資産 4,609 4,915
固定資産 5,493 6,022
有形固定資産 3,860 3,897
無形固定資産 206 235
投資その他の資産 1,426 1,889

資産合計 10,103 10,937
負債の部
流動負債 3,096 3,465
固定負債 2,164 1,953
負債合計 5,260 5,419
純資産の部
株主資本 4,907 5,270
資本金 2,905 2,905
資本剰余金 1,949 1,949
利益剰余金 296 545
自己株式 △244 △129

評価・換算差額等 △78 233
少数株主持分 13 13
純資産合計 4,842 5,517
負債、純資産合計 10,103 10,937

Focus Systems
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連結財務諸表

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT

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20年3月31日残高 2,905 1,949 545 △129 5,270 233 13 5,517
当連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △89 △89 △89
　当期純損失 △165 △165 △165
　持分法適用範囲の変動 66 6 6
　自己株式の取得 △114 △114 114△114
　株主資本以外の項目の
　当連結会計年度中の変動額（純額） △311 0 △311

当連結会計年度中の変動額合計 — — △248 △114 △363 △311 0 △675
平成21年3月31日残高 2,905 1,949 296 △244 4,907 △78 13 4,842

流動資産
流動資産は、前期末に比べ305百万円減少しました。
これは主に、たな卸資産263百万円及び売掛金264百万円の
減少によるものです。

固定資産
固定資産は、前期末に比べ528百万円減少しました。
これは主に、投資有価証券538百万円、長期貸付金94百万円お
よび繰延税金資産88百万円の減少によるものです。

流動負債
流動負債は、前期末に比べ369百万円減少しました。
これは主に１年内償還予定の社債の減少478百万円によるも
のです。

固定負債
固定負債は、前期末に比べ210百万円増加しました。
これは主に、長期借入金299百万円の増加によるものです。

自己株式
自己株式は、期中に261,500株の市場買付を行いました。

❶

❷

❸

❹

❺
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❶

❷

❷

❸

❸

❹

［連結損益計算書（要約）］

［連結キャッシュ・フロー計算書（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）

特別利益
特別利益は、前期比509百万円減少しました。
前期は、㈱UBICの上場による、投資有価証券売却益588百万
円がありましたが、当期は、86百万円にとどまりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー
当期は、主として長期借入金の借入、社債の発行による収入が
あったものの、社債の償還および、長期借入金の返済により、
財務活動の結果使用した資金は、178百万円となっています。
なお、前期に同活動により使用した資金は、1,049百万円であ
ります。

特別損失
前期の特別損失は、前渡金償却272百万円および貸倒引当金
繰入額67百万円の発生によるものでしたが、当期は、348百
万円減少し、8百万円となりました。

当期純利益または当期純損失（△）
上記の結果、当期純損失は、165百万円となり、前期比459
百万円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
当期は、投資有価証券の売却による収入等があったものの、保
険積立金の積立、無形固定資産の取得による支出等により、投
資活動の結果使用した資金は、198百万円となりました。
なお、前期に同活動により得られた資金は、458百万円であり
ます。

売上高
売上高は、前期に比べ253百万円の減少でした。売上原価が55
百万円増加、売上総利益が308百万円減少し、その結果営業利
益は308百万円減少しました。
開発案件の先送りにより、原価が増加して営業利益の減少という
厳しい結果となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
当期は、仕入債務の減少、投資有価証券売却益等があったもの
の、たな卸資産の減少、売上債務の減少等により、営業活動の
結果得られた資金は、543百万円となりました。
なお、前期に同活動により得られた資金は、432百万円であり
ます。

科　目
当連結会計年度
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで

前連結会計年度
平成19年４月1日から
平成20年３月31日まで

売上高 12,355 12,609

売上原価 11,039 10,984

売上総利益 1,316 1,625

販売費及び一般管理費 1,257 1,257

営業利益 58 367

営業外収益 53 71

営業外費用 105 120

経常利益 6 318

特別利益 86 595

特別損失 8 356

税金等調整前当期純利益 85 557

法人税、住民税及び事業税 6 19

法人税等調整額 243 241

少数株主利益 0 2

当期純利益または当期純損失（△） △165 294

科　目
当連結会計年度
平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで

前連結会計年度
平成19年４月1日から
平成20年３月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 543 432

投資活動によるキャッシュ・フロー △198 458

財務活動によるキャッシュ・フロー △178 △1,049

現金及び現金同等物の増減額 167 △157

現金及び現金同等物の期首残高 1,467 1,624

現金及び現金同等物の期末残高 1,634 1,467

Focus Systems
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❶

❷

❸

❹

❶

❷

❸

❶
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会社の概況

CORPORATE
OVERVIEW

会社概要	 																										（平成21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二丁目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	 120億円
従 業 員 数 	 827名

役員	 																							（平成21年6月26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
常 務 取 締 役 	 　　森　　　啓　一
取 　 締 　 役 	 　　三　浦　宏　介
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※
（注）※両氏は社外監査役であります。

外注委託・製品仕入・販売

受注

納品

得意先

株式会社フォーカスシステムズ
（当社）

受注 納品

連結子会社

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

●株式会社ビスタ（100.00％）

持分法適用関連会社

●株式会社イノス（20.00％）
　ソフトウェア開発

（注）　1．（　）内は出資比率。
　　　2．持分法を適用している関連会社であった（株）ITMは、平成20年6月27日に清算結了したため、（株）ソキエは、当企業グループの経営の効率化を検討する中、

当社所有株式の一部を売却し、当社の持分比率が低下したため、当連結会計年度末より持分法適用関連会社から除外しております。
　　　3．従来、連結子会社であった（株）フォーカスピクチャーズは、当企業グループの経営の効率化を検討する中、（株）フォーカスピクチャーズの代表取締役である

仲偉江氏より同社株式取得の申し入れがあり、当社保有株式全てを平成20年7月7日に売却したため連結子会社から除外しております。
　　　4．子会社（株）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。

グループの状況

Focus Systems
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株式情報

STOCK 
INFORMATION

所有者別状況

株式の状況	 																																			

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	 	 4,074名

所有数別分布状況

大株主（上位10名）

株主名 			持株数（株） 				議決権比率（％）
東　光博 585,500 6.76
株式会社ＵＢＩＣ 450,000 5.19
柿木　龍彦 351,300 4.05
石橋　雅敏 290,000 3.34
畑山　芳文 267,800 3.09
第一生命保険相互会社 250,000 2.88
フォーカスシステムズ社員持株会 240,800 2.78
株式会社三井住友銀行 170,000 1.96
みずほ信託銀行株式会社 135,000 1.55
斉丸　千代 122,200 1.41
(注）1．その他、自己株式として535,094株を所有しております。

2．TCSホールディング株式会社から平成20年10月15日付けの大量保有報告書の
写しの送付があり、平成20年10月7日現在で以下の株式を所有している旨の報
告を受けましたが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認がで
きないため、上記大株主には含めておりません。　

●個人・その他
　3,977名	 （97.62％）
●金融機関
　12名	 （0.30％）
●その他国内法人
　65名	 （1.60％）
●外国法人・個人
　5名	 （0.12％）
●証券会社
　14名	 （0.34％）
●政府及び地方公共団体
　1名	 （0.02％）

●個人・その他
　6,478,857株	（70.46％）
●金融機関
　984,500株	（10.71％）
●その他国内法人
　1,645,600株	（17.90％）
●外国法人・個人
　18,800株	 （0.20％）
●証券会社
　66,608株	 （0.72％）
●政府及び地方公共団体
　1,000株	 （0.01％）

当社ホームページをご利用ください。

http://www.focus-s.com/

Focus Systems
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氏名または名称 住所 所有株式数 発行株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

TCSホールディング株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-14 555,800 6.04

（平成21年3月31日現在）

本社ビル
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証券コード：4662

株主のみなさまへ
平成20年４月１ 日から
平成21年３月31日まで

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・サービスなどさまざま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	 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

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二丁目７番８号フォーカス五反田ビル

株主メモ

証券会社に
口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先
〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社証券代行部

電話お問い合わせ先 お取引の
証券会社になります。

0120-288-324
（フリーダイヤル）

お取扱店
みずほ信託銀行株式会社
本店及び全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店及び全国各支店

ご注意

未払配当金の支払、支
払明細発行については、
右の「特別口座の場合」
の郵便物送付先・電話
お問い合わせ先・お取
扱店をご利用ください。

単元未満の買取・買増以外の株式売買は
できません。
電子化前に名義書換を失念してお手元に
他人名義の株券がある場合は至急ご連絡
ください。

株主様のご住所・お名前等に使用する
文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お
名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構
（ほふり）が振替制度で指定していない漢字
等（いわゆる「外字」）が含まれている場合は、
その全部または一部をほふりが指定した文字
またはカタカナに変換して、株主名簿に記録
いたしております。
このため、株主様にご送付する通知物の宛先
が、ほふりが指定した文字に置き換えられる
場合がありますのでご了承ください。
株主様のご住所・お名前等として記録されて
いる文字については、お取引の証券会社等に
お問い合わせください。
なお、特別口座にて管理させていただいてお
ります株主様には、平成 21年 2月に「特
別口座開設のご案内」をお送りしており、そ
のご案内の中のご注意事項で使用文字の制限
についてご案内しております。
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