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8つの事業が連携しALLシステナとして、ITに関する幅広い領域で  企画から保守までのトータル・ソリューション・サービスを提供しています。事業概要

開発・構築設計企画・提案 教育導入 運用・保守ヘルプデスク

トータル・ソリューション・サービス
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8つの事業が連携しALLシステナとして、ITに関する幅広い領域で  企画から保守までのトータル・ソリューション・サービスを提供しています。

モバイル端末・基地局・自社製端末
開発、車載システム・情報家電など
の組込みソフトの開発・品質評価を
行っています。

システムやネットワークの運用・保
守・監視、	ヘルプデスク、データ入
力、大量出力など、ITに関する様々
なアウトソーシングサービスを行っ
ています。

サーバー、パソコン、周辺機器、ソフ
トウェアなどのIT関連商品を企業向
けに販売しています。また、基盤構
築、仮想化など、IT機器に関連した
最新のサービスを提供しています。

アプリ・コンテンツの開発、モバイル
端末や各種デバイス向けの新商材・
新サービスの開発・販売を行ってい	
ます。

金融機関向けの基幹・周辺システム
の開発およびアプリケーションプ
ラットフォームの設計・構築を行っ
ています。

グループ会社の株式会社GaYaが
主体の事業で、スマートフォン向け
ソーシャルゲームの企画・開発・提
供を行っています。

成長著しいASEAN諸国にて、IT機
器の販売、ITサポートビジネスおよ
びモバイルデータ通信を使った各種
ソリューションビジネスを展開する
海外事業を行っています。

プロダクト 
ソリューション事業

サービス 
ソリューション事業

金融・基盤システム 
事業

ITサービス事業 ソリューション営業

コンシューマサービス 
事業 海外事業

「Google	 Apps」、「Microsoft	
Office	365」などのクラウド型
サービスの提供や導入支援を行っ
ています。また、独自サービス
「cloudstep」を展開しています。

クラウド事業

主要顧客：			通信キャリア、	
通信機器メーカー

主要顧客：		電機メーカー、	
外資系企業、官公庁 主要顧客：	電機メーカー、外資系企業

主要顧客：インターネットビジネス企業 主要顧客：損保、生保、銀行

主要顧客：		SNSサイト運営会社、	
一般個人 主要顧客：	日系企業、タイ企業

主要顧客：		一般事業法人	
（中堅から大企業まで）
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株主の皆様へ — 第32期第2四半期の連結業績概況

業績概況

売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益

今期を積極的な投資の期と位置づけ、新プラットフォームTIZENTMへの研究開発投資、地方の開発拠点拡充、オー
トモーティブ関連市場への参入、クラウド関連市場向け自社商品開発、SNSゲーム市場への新コンテンツ投入、	
海外進出等の積極投資を強力に推進した結果、前年同期比では減収・減益となりました。

営業利益

平成25年3月期
第2四半期

平成26年3月期
第2四半期

1,104

5887.2%

3.8%

（百万円） （%）
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営業利益率営業利益（率）

△46.8%

経常利益（率） 経常利益

平成25年3月期
第2四半期

平成26年3月期
第2四半期

1,111

6277.2%
4.1%

（百万円） （%）
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経常利益率

△43.6%

四半期純利益

平成25年3月期
第2四半期

平成26年3月期
第2四半期

600

322
3.9%

2.1%

（百万円） （%）
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四半期純利益率四半期純利益（率）

△46.2%

平成25年3月期
第2四半期

平成26年3月期
第2四半期

15,446 15,298△1.0%

（百万円）
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売上高

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当第２四半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の概況に
つきましてご報告申し上げます。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長　逸見 	 愛 親
平成25年12月
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各事業の概況
大手通信キャリアからのプラットフォーム開発やサービス拡充、端末やサービスの品質検証等
を中心として受注が伸びたほか、LTEの普及に伴い基地局やネットワーク通信に関する案件が
拡大しています。

インターネットを利用したサービス、販売、証券、教育といったネットビジネスの分野で好調
に受注を増やし売上を伸ばしました。当社独自開発商品の販売も順調に進み、9月に発表した
フィッシング詐欺を防止するスマートフォン向けソリューション「Web	Shelter」は大手金融
機関やECサイトからの引き合いが旺盛で、下期に向けて大いに期待が持てる状況です。

金融システム事業においては組織力の強化を図った結果、保険系大型案件カットオーバー後の	
保守業務の当社への集約要請をいただくなど、着実に増員を行い、業務領域を拡大しています。
基盤事業においては他部門と連携した提案活動により、機器調達からアプリケーション基盤構築、
開発、サービス開始後の運用・保守まで一貫して受注できる体制が整い、実績も出始めました。

セグメント別売上高（構成比）

24.1
6.8
10.9
14.3
42.4
1.6
0.2

プロダクトソリューション
3,681百万円（24.1%）
サービスソリューション
1,048百万円（6.8%）

金融・基盤システム
1,666百万円（10.9%）

ITサービス
2,182百万円（14.3%）

ソリューション営業
6,483百万円（42.4%）

コンシューマサービス
39百万円（0.2%）

クラウド
243百万円（1.6%）

調整額
△48百万円（△0.3%）

15,298
百万円

セグメント別営業利益（構成比）

プロダクトソリューション
249百万円（42.4%）
サービスソリューション
52百万円（8.9%）

ITサービス
85百万円（14.5%）
金融・基盤システム
102百万円（17.4%）

ソリューション営業
84百万円（14.4%）

クラウド
33百万円（5.7%）

コンシューマサービス
△21百万円（△3.6%）

海外
△10百万円（△1.8%）

調整額
12百万円（2.1%）

588
百万円

プロダクトソリューション

サービスソリューション

金融・基盤システム

ソリューション営業本部の顧客に対し、機器選定から基盤構築、導入支援、運用・保守までの	
収益性の高いサービス提案に取り組み、サービスソリューション事業部が開発したシステムの	
リモート監視サポート業務や、金融･基盤システム本部との混成プロジェクトの推進など、	
部門間連携の要となり、お客様の様々な需要にお応えしています。

ITサービス

Windows	XPのサポート終了に伴うリプレイス、サーバーの統合・仮想化、バックアップの	
提案と同時にサービスを付加することによりサービス売上が増加しました。また開発部門との
連携も進み、機器販売からインフラ構築、さらにはシステム開発に至る案件が増大しました。

ソリューション営業

新たに「cloudstep」シリーズに「掲示板サービス」を加え、競合他社との差別化が進んだこと
により、大型案件を複数獲得できました。既存顧客の契約更新および追加案件受注も順調に	
進み、売上増加のみならず収益性も向上しました。

クラウド

大手サイト向けに、釣りゲームをリリースしたほか、他のゲームメーカーに対しても釣りゲーム
をはじめとする複数のコンテンツを提供するなど、徐々に事業を拡大しています。

コンシューマサービス

本年4月、タイに現地法人を設立しました。企業の業務効率化の需要は多く、「Google	Apps」
や「cloudstep」等のクラウド型業務アプリケーションサービスへの引き合いが増加しています。

海外
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日本初、TIZENTMを搭載した10.1インチタブレット端末を開発

特集

R&D Tizen Project

新OS「TIZENTM」への積極投資、現在の状況
第31期株主通信でお伝えしたとおり、システナでは今期から、新モバイル端末向けOS「TIZENTM」
への積極的な投資を推進しています。現在では自社端末やサービスの開発も進み、一部の提供を開始
しました。その進捗状況をお知らせします。

　6月末、日本初となるTIZENTM	Ver2.0を搭載した10.1
インチタブレット端末を開発、10月末にはVer2.1を実装
し操作性を向上させた端末を、「第3回スマートフォン＆
モバイルEXPO	秋」にて発表しました。
　iOSやAndroidに続く第3のモバイル端末用OSとして
注目されているTIZENTMは、モバイル端末のほか、自動
車、テレビ、カメラ、プリンターなど様々な機器で動作し、
開発が容易でコストも削減できることから、多様な企業
による導入が期待されています。
　そうした企業に向け、システナでは10月末からTIZENTM	
開発キットの予約・商談受付、技術サポートサービス、	
受託開発サービスといったソリューションの受注を開始
しました。
　11月には、韓国で行われる「Tizen	Developer	Summit	
Korea	2013」、平成26年2月下旬には、スペインで行わ

れる「Mobile	World	Congress	2014」において端末を
展示し、システナのTIZENTM	技術を披露する予定です。

スペック メインディスプレイ 10.1インチ、1920×1200（WUXGA）
CPU ARM	Cortex-A9、1.4GHz	Quad	Core
無線LAN IEEE	802.11	b/g/n
メモリ RAM	2GB	DDR3、ROM	32GB
カメラ機能 フロント30万画素、バック200万画素
外部メモリ microSD

平成25年10月23日から25日までの3日間、幕張メッセで開催された「第3回スマートフォン＆ 
モバイルEXPO 秋」に出展しました。TIZENTM端末を実際に展示してアプリや周辺機器との 
連携を実感していただいたほか、TIZENTM IVI車載端末でのOne To Oneソリューションを披露
しました。また、「cloudstep」や「Google Apps」、その他のシステナのモバイルソリューション
もデモを交えてご紹介しました。

「第3回スマートフォン＆モバイルEXPO 秋」への出展

システナ開発
TIZENTMタブレット端末
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　10月上旬、エレクトロニクス総合展「CEATEC	JAPAN	
2013」において、TIZENTM	 IVI車載端末に対応するシス
テナ独自のサービス「One	To	Oneソリューション」を
発表しました。システナのマルチユーザ機能を搭載した
TIZENTM	 IVIにスマートフォンをかざすと個人認証され、
ユーザーごとのポータル画面（Chica）に好みのインター
ネットコンテンツが表示されるほか、Facebookなどの
SNSと連携してユーザーの嗜好を分析し、自車周辺の興
味のありそうなお店の最新情報や口コミ情報、お店から
のチラシやクーポンなどがリアルタイムでカーナビ画面
（ミーム）に表示されたり、ユーザー同士でメッセージを
交換することなどが可能になります。
　今後はこのOne	To	Oneソリューションの実装支援	
およびTIZENTM	 IVIの開発支援などのソリューションを、
自動車・カーナビ・家電メーカー、レンタカー関連など
様々な企業に向けて提供していく予定です。

One To Oneソリューション

●「Web Shelter」の使用例

車載向けOS「TIZENTM IVI」への展開

フィッシング詐欺を防止するスマートフォン向けソリューション「Web Shelter」新商品のご紹介

　システナでは、セキュリティ専門企業である株式会社セキュ
アブレインと共同で、スマートフォンからのWebアクセス時
におけるフィッシングサイトへの誘導やなりすましなどをブ
ロックする新ソリューション「Web Shelter」を開発、10月 
1日から金融機関やECサイト運営事業者向けに提供を開始し
ました。
　スマートフォンの普及により、オンラインでのショッピング
や銀行取引の機会が増えつつある中、サービスを提供する銀行
やECサイトが「Web Shelter」に自社のURLを組み込むこと
で、専用アプリとして顧客に配布することができ、安心・安全な 

アクセスを提供することが可能になります。iPhone/iPad、
Androidスマートフォン/タブレットに対応しています。

Web Shelterに 
自社スマホサイトの 
URLを組み込む

TIZENTM IVI

好みの店や口コミ情報など

専用アプリとして 
マーケットに 
登録・配布

App Store Google play

ユーザーはアプリをダウンロード
してスマホサイトへアクセス

ポータル画面（Chica） カーナビ画面（ミーム）

Ne
w

システナ 
One To One
サーバー

〈銀行など〉 〈ユーザー〉

SNSログイン
インターネット 
コンテンツ

IVI（In-Vehicle Infotainment＝車載インフォテインメント機器）：カーナビ機能
だけではなく、インターネット接続や音声認識、音楽・動画などを車内で楽しめる機
器のこと。TIZENTM	 IVIはコンピューターチップメーカーや自動車メーカー、ソフト
ウェアベンダーなどにより積極的な開発が進められている。
Chica：システナが開発した車載向けヒューマンマシンインターフェース。
ミーム：システナが開発した車載向けO2Oプラットフォーム。
O2O（Online to Offline）：割引情報の掲載など、インターネット上の情報により
実際の店舗での購買行動へ導く仕組み。
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財務諸表（連結）

四半期連結貸借対照表（要約）
 

当第2四半期末
平成25年9月30日現在

前期末
平成25年3月31日現在

流動資産合計 12,583 13,416

現金及び預金 4,244 4,025

受取手形及び売掛金 6,684 7,580

繰延税金資産 877 1,050

その他 776 759

固定資産合計 6,298 6,589

有形固定資産 2,719 2,733

無形固定資産 499 621

投資その他の資産 3,079 3,233

資産合計 18,882 20,005

 （単位：百万円）

当第2四半期末
平成25年9月30日現在

前期末
平成25年3月31日現在

負債合計	 6,671 7,156
流動負債 6,403 6,904
固定負債 267 251

純資産合計 12,211 12,848
株主資本 11,903 12,515
資本金 1,513 1,513
資本剰余金 5,397 5,397
利益剰余金 6,633 6,708
自己株式	 △1,640 △1,104

その他の包括利益	
累計額 28 17

少数株主持分 279 316
負債純資産合計 18,882 20,005

❶ 	負債は、賞与引当金の減少（237百万円）、買掛金の減少（124百万円）などにより、前期末と比較して
485百万円減少しました。

❷ 	株主の皆様への一層の利益還元と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、
自己株式を取得しました。

取得期間 取得した株式数 取得価額
平成25年5月10日～平成25年9月30日 726,300株 536百万円

❶

❷

財務諸表に関するトピックス
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通期業績予想（連結）

　当第2四半期の業績は、ほぼ計画通りに推移して
いるため、平成25年5月9日に公表しました通期
業績予想数値は変更していません。
	 （単位：百万円）

当期	
通期業績予想

前期	
通期実績 増減率

売上高 32,076 31,662 1.3

営業利益 1,910 2,244 △14.9

経常利益 1,931 2,292 △15.7

当期純利益 1,075 1,203 △10.6

四半期連結損益計算書（要約）
 （単位：百万円）

当第2四半期
自	平成25年4月 1日	
至	平成25年9月30日	

前第2四半期
自	平成24年4月 1日	
至	平成24年9月30日	

売上高 15,298 15,446

売上原価 12,525 12,430

売上総利益 2,772 3,015

販売費及び一般管理費 2,184 1,910

営業利益 588 1,104

経常利益 627 1,111

四半期純利益 322 600

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の	
一つとして認識しており、安定的で継続性のある配当に配慮し、	
業績に応じて行うことを基本方針としています。
　具体的には、各期の経営成績の状況等を勘案して、配当性向40%
を目標に、株主の皆様への利益還元策を積極的に行っていきます。
　当期の中間配当は、公表のとおり1株当たり15円とさせていた
だきました。
　当期の期末配当につきましても、同様に1株当たり15円を予定
しています。
　なお当社は、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株
の割合で株式分割を行いました。 ※（　）内は、株式分割考慮前の数値を記載しています。

26/325/324/3
第32期第31期第30期

中間配当 期末配当 連結配当性向

3,000

1,500

1,500

72.6%

30
（3,000）

15
（1,500）
（予想）

15
（1,500）

2,900

1,600

1,300

94.7%

68.1%

1株当たり配当金の推移（単位：円）配当について
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グループ会社との連携による総合力の強化により、事業の拡大を図っています。

プロダクト 
ソリューション

事業

サービス 
ソリューション

事業

金融・基盤 
システム 

事業
ITサービス 

事業
ソリューション 

営業
コンシューマ 

サービス 
事業

海外事業クラウド事業

株式会社IDY 
（アイ・ディ・ワイ）

北洋情報システム 
株式会社

株式会社GaYa 
（ガヤ）

資 本 金：6,500万円 
出資比率：76.7%

資 本 金：9,500万円 
出資比率：25.0%

資 本 金：7,500万円 
出資比率：65.0%

携帯端末を含む無線インフラ
を中心とした各種通信デバイ
ス・通信ソフトの販売、無線
通信にかかわる各種開発

システム構築、パッケージソ
フト開発・販売、情報機器の
販売、札幌を拠点としたニア
ショア開発

スマートフォン向けソーシャ
ルゲームの企画・開発・提供、
受託開発・開発支援

iSYS Information 
Technology Co.Ltd.

株式会社ProVision 
（プロビジョン）

Systena（THAILAND) 
Co.,Ltd.

資 本 金：100万米ドル 
出資比率：35.0%

資 本 金：8,500万円 
出資比率：100.0%

資 本 金：400万バーツ 
出資比率：49.0%

モバイル向け・金融機関向け	
システムを中心としたオフショ
ア開発（中国	iSoftStone社と
の合弁企業　所在地：北京）

モバイル端末ソフトの開発支
援、モバイル端末ソフト・ア
プリの品質評価、システムの
運用・保守

ソフトウェア開発、IT機器販
売、ITサービス全般

東京都ビジネスサービス 
株式会社

資 本 金：1億円 
出資比率：51.0% 
 （東京都49.0%)

データ入力、大量出力、メー
リング、発送代行、事務局代
行、事務処理代行（東京都と
の合弁による重度障害者雇用
モデル企業）

リトルソフト 
株式会社

資 本 金：3,500万円 
出資比率：20.0%

クラウド環境対応Webアプ
リ『LSクラウド・ウェア』の開
発および同製品を軸としたシ
ステム・インテグレーション・
サービスの提供

株式会社システナ

官公庁向け業務で協業オフショア開発 製品の供給

商品の供給、ノウハウの提供

製品の供給、ノウハウの提供

●★●★

● ★ ★ ★
★印は連結子会社、　●印は持分法適用関連会社

スマートフォン向けソーシャルゲームの 
企画・開発・提供で協業人材リソースの提供

グループ会社概要（平成25年9月30日現在）
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詳細なIR情報をはじめ、サービスのご案内、コンプライアンスへの取り組みなど 

最新の情報をご覧いただけます。ぜひご利用ください。

http://www.systena.co.jp/ホームページのご案内

社名	 株式会社システナ
設立	 1983（昭和58）年3月
資本金	 15億1,375万円
従業員数	 	単体：1,506名　	

連結：2,059名
加盟団体	 	モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）	

日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)	
ユビキタスネット社会推進協議会	
Oracle	Partner	Network	
日本コンピュータシステム販売店協会(JCSSA)	
itSMF	Japan	
無線LANビジネス推進連絡会	
新世代M2Mコンソーシアム	
日本情報技術取引所（JIET）	
Tizen	Association	Partner	Program

代表取締役社長 逸見	愛親
代表取締役副社長 三浦	賢治
専務取締役 淵之上	勝弘
常務取締役 甲斐	隆文
取締役 国分	靖哲
取締役 杉山	一
取締役（社外） 鈴木	行生
取締役（社外） 小河	耕一
常勤監査役（社外） 菱田	亨
監査役（社外） 佐藤	正男
監査役（社外） 中村	嘉宏

会社概要 

役員 

発行可能株式総数 92,400,000株
発行済株式の総数 28,180,000株
株主数 10,128名

株式の状況 

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
SMSホールディングス有限会社 7,141,200 25.34
株式会社システナ（自己株式） 2,361,400 8.38
システナ社員持株会 1,070,600 3.80
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 646,000 2.29

ガヤ・アセットマネージャー有限会社 434,000 1.54
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）　 405,700 1.44

STATE	STREET	BANK	AND		
TRUST	COMPANY	505224 385,700 1.37

国分靖哲 307,600 1.09
三浦賢治 281,600 1.00
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口1） 208,900 0.74

大株主（上位10名） 

個人・その他 46.5%

その他国内法人 29.0%

46.5
29
9.3
5.8

1
8.4

金融機関 9.3%
外国人 5.8%

合計
28,180,000

株

自己名義株式 8.4%証券会社 1.0%

所有者別株式分布状況 

会社の概況（平成25年9月30日現在）
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株式会社システナ
本社	 	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目2番20号	汐留ビルディング14F	

TEL:	03-6367-3840（代表）　FAX:	03-3578-3012（代表）
横浜事業所	 	〒220-8123	横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号	横浜ランドマークタワー23F	

TEL:	045-640-1401　FAX:	045-640-1461
大阪支社	 	〒530-0013	大阪市北区茶屋町19番19号	アプローズタワー18F	

TEL:	06-6376-3537　FAX:	06-6359-7012
名古屋営業所	 	〒460-0008	名古屋市中区栄一丁目2番7号	名古屋東宝ビル4F	

TEL:	052-209-5460　FAX:	052-209-5463
札幌開発センター	 	〒060-0003	札幌市中央区北三条西三丁目1番地6	札幌小暮ビル5F	

TEL:	011-208-1012　FAX:	011-208-1015
広島開発センター	 	〒739-0015	広島県東広島市西条栄町10番30号	東広島Sea	Place	504号室	

TEL:	082-495-1100
福岡開発センター	 	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前二丁目17番8号	安田第4ビル4F	

TEL:	092-477-7401　FAX:	092-477-7403

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月

基準日 定時株主総会	 毎年3月31日
期末配当	 毎年3月31日
中間配当	 毎年9月30日
	なお、その他必要がある場合は、あらかじめ公告
して基準日を定めます。

単元株式数 100株

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社	証券代行部

郵便物送付先

電話照会先

〒168-0063	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社	証券代行部
TEL:	0120-782-031（フリーダイヤル）
	取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店	
および全国各支店で行っております。

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部

証券コード 2317

公告方法 	電子公告により、当社ホームページ
	（http://www.systena.co.jp/）に掲載いたし
ます。ただし、電子公告を行うことができない
事故、その他やむを得ない事由が生じた場合は、	
日本経済新聞に掲載いたします。

この印刷物は、 
FSC®森林認証取得用紙と 
植物油インキを使用して 
印刷されています。

この印刷物は、風力で発電されたグリーン電力にて
刷版を出力、印刷されています。
※当印刷物の刷版出力に必要な電力量を0.9kWh、11,500部を印刷する
のに必要な電力量を88kWhと計算しています

株主メモ

住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等の
お申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口
座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座
管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いのお申出先について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL:	0120-782-031	受付時間	平日	9：00～17：00	

「配当金計算書」について
配当金のお支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別
措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際
は、その添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比
例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額
の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につき
ましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。なお、配当金領収
証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都
度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる
株主様は大切に保管ください。


