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近年、仕事に役立つ情報のほとんどは、情報システムと
して管理されています。その中で、ＰＣの置き忘れ、紛失など
いつ起こるかわからない情報漏えいからの回避や、スマー
トフォン、タブレット等の急速な普及に伴う社外からのアクセ
ス対策など、トータルなセキュリティソリューションが企業様
の中で求められています。このような背景から、当社で
は簡単・安全に利用できる「ARCACLAVIS（アルカクラ
ヴィス）シリーズ」をご提供しております。誰もが使いやす
いICカード認証をはじめ、万一のときに情報を守る暗号
化、なりすまし、不正利用への対策などを実現いたします。

従来のシングルサインオンを拡張したコンセプトの"インテリジェントシングル
サインオン(iSSO)"ソリューション。ID・パスワードを一元管理し、あらゆる
アプリケーションに利用可能。クラウド、iOS/Androidに対応しています。

「簡単・安全・確実」に運用できるセキュリティ製品です。
ニーズやご予算に応じて、幅広いラインナップをご用意しています。

兵庫県様

「情報セキュリティ先進
県ひょうご」の実現に向け

て、

兵庫県では情報セキュリテ
ィ対策を重要課題と位置

づ

けています。その一環とし
て「ARCACLAVIS Rev

o」を

導入し、約11,000台のク
ライアントPCに対して、IC

カ

ードによる認証基盤の整
備を実施しました。新しい

シス

テムを導入すると、当初は
ヘルプデスクへの問い合

わ

せが多く発生するもので
すが、ユーザの利便性を

考慮

しながら管理者の負担を
軽減させる仕組みを提案

いた

だくなど、素早く柔軟な対
応で非常に助かりました

。

今後は、庁内システムの
シングルサインオン化な

どを

検討していきたいと考えて
います。

お客様の声

仕事を便利にしてくれるデバイスを、安心して活用できるようにする
唯一のソリューション「ARCACLAVISシリーズ」

東急建設株式会社様

全国各地で常時約500カ所の工事現場を抱える当社では、ICカード社員証の回収なしで円滑な導入と運用ができるセキュリティ対策が必要でした。また、建設業特有の、さらに当社ならではの厳しい条件が多数ある中で、当社の仕様に合わせた「ARCACLAVIS LOCKey」を開発していただきました。使い勝手は期待通りです。ユーザからのクレームもなく、すっと入れてシンプルで、管理者の反応も上々です。今後新たなセキュリティ対策が必要になった際にも、迅速かつリーズナブルな提案を期待しています。
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主力事業である

アプリケーションソフトウェア開発事業、

パッケージソフトウェア開発事業が

堅調に推移するとともに、

生産性の向上、収益を重視した

原価低減活動や

徹底したコスト節減に取り組み、

利益が大幅に向上いたしました。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2011年3月11日に発生しました東日本大震災で被害を

受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げますととも

に、被災した地域が一日も早く復旧し、皆様が平穏な生活

を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

事業環境、お客様の動きはいかがでしょうか？
当社を取り巻く事業環境は、東日本大震災による電力

不足等により、企業のIT投資が抑制されるなど、情報サー

ビス産業だけでなく、全市場が大きな影響を受けました。

このような逆風の下、当社におきましても多少の影響を

受けたものの、スマートデバイスの急速な普及に伴う関連事

業において想定を上回る成長を遂げました。また、ＢＣＰ

（事業継続計画）の関心もさらに高まる傾向にあり、データ

センター関連やクラウド関連事業も成長を続けております。

当期の業績・成果について教えてください。
当期は、震災の影響もあり、売上高は7,734百万円（前期

比：0.2％減）となりましたが、営業利益は589百万円（前期

比：200.9％増）、経常利益は618百万円（前期比：

198.6％増）、当期純利益は558百万円（前期比：94.1％

増）となりました。これら利益が大幅に向上したのは、ソフト

ウェア開発等における生産性向上策を開発部門だけでな

く、全社的に推進し品質向上を図るとともに、コスト管理を

徹底したことが大きな要因として挙げられます。売上高に

ついては、当社の主力事業の一つであるアプリケーション

ソフトウェア開発事業が、既存の取引先様からの厚い信

頼により前期比3.9％増となり、もう一つの主力事業である

パッケージソフトウェア開発事業におきましても前期比

4.1％増と、自治体分野での長い歴史に培われたこれまで

の実績に対する評価が結果として表れた形となりました。
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東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

詳しい情報はホームページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。  URL：http://www.japan-systems.co.jp/

EVENT MAGAZINE

継続的に能力を高める取り組みの実施
により、マルチスキルプレイヤーを育成

ごあいさつ
MESSAGE

東日本大震災への支援

地方自治情報化推進フェア2011
ITpro EXPO 2011  

～ジャパンシステム株式会社、日本ユニシス株式会社、
日本ヒューレット・パッカード株式会社との３社にて提供～

自治体向け財務会計システムをクラウドサービス
にて無償提供

気になるニュース 
トピックス

ワンストップサービス等、公平で利

便性の高い情報システムの統合・

集約化、安全・安心を確保する情報

セキュリティ対策等の推進への取り

組みに関心が寄せられております。

展示会のブースでは、長野県塩尻

市様のクラウド導入事例の動画な

どを放映し、好評をいただきました。

在宅勤務（テレワーク）を支援するリモートアクセス
製品の無償メニューを拡充

自宅や避難先など、どこからでも社内システムへのアクセス

が可能な「VSR マネージドセキュリティサービス」により、交

通規制や計画停電により通勤が困難な、また、被災により

育児・介護・メンタル的なケアを必要とする家族を抱える社

員・職員の在宅勤務（テレワーク）を支援いたしました。

「月刊 地方財務」の【特

別企画「新地方公会計

制度支援」】に、当社の

FASTユーザーである

東京都足立区様の導入

自治体Report“基準

モデルへの移行で新公

会計制度に対応”が掲

載されました。

自治体向け財務会計システム

FAST
予算編成支援

FAST
予算執行支援

FAST
決算統計支援 
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提供製品

当期は、中期経営計画に基づき、転換に向けた取り組みの準備を
進めてまいりましたが、今後これらの材料を一つ一つ現実のものに
すべく事業活動を積極的に展開してまいります。また、新たな中期
経営計画を策定し、2016年までにITサービス企業ランキング150
傑に入ることを目指すべく、「お客様の新たなる価値を創造し提供
し続ける企業」及び「売上高の倍化を図る」という新ビジョンを打ち
出し、「Reach for 150」をスローガンに掲げました。そして第４４期
を継続的な発展と飛躍に向けての“ステージ１”の年と定め、実行可
能なレベルまで落とし込んだ戦略・施策を実施してまいります。具体
的な重点施策といたしましては、中期経営計画の核となる当社の
強みにフォーカスした事業運営体制を整え、特に、自治体事業につ
いては本社及び各拠点を一体化した組織体制とし、営業、技術と
もに組織力をより強化いたします。行政経営支援サービス
「FAST」は、常に市場動向を先取りしながら、製品力向上に努め
てまいります。また、セキュリティ製品をはじめとするソリューション事業

次期取り組み（重点施策）、
今後のビジョンについてお聞かせください。

株主様へメッセージをお願いします。
近年の情報サービス業界の大きな変化の中、当社を取り巻く

環境は引き続き不透明ではありますが、理念やビジョンに基づ

く誠実な行動、果敢なる挑戦、そして創造力を最大限に発揮す

ることで社会に貢献してまいります。また、従来のコスト低減に向

けての施策及び内部統制への施策に取り組み、さらなる改善へ

の努力を継続してまいります。引き続きのご支援ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。

におきましては、販売力強化の一つとして、全国の販売提携先企

業様へのご支援を加速して行うとともに、製品力の強化にも努めて

まいります。設立以来からの主力事業であるアプリケーションソフト

ウェア開発事業は、長年お取引をいただいている企業様とのパイ

プをより一層強固なものにしていく努力を続け、高品質、高信頼性

でコストパフォーマンスの高い技術力を駆使して、お取引先企業様

の新たなる価値創造に寄与できるように、サービスを提供し続けて

まいります。

当社をご選定いた
だいた理由などを
放映いたしました。

Reach for 150
お客様の新たなる価値を
創造し提供し続ける企業

スローガン

2016年までにITサービス企業ランキング150傑に入るために、
お客様の新たなる価値を創造し提供し続けます。

売上高の倍化を図る

新ビジョン

これからの
重点施策

主要３事業のバランス良い展開 人材開発次世代型技術の取り込みと
サービス化に向けての活動■自治体事業  ■システム開発事業

■ソリューション事業

継続的な
発展と飛躍 

2012年度
ステージ1

2016年度

億円

売上高

150
を目指します
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「FAST」は、自治体の行政経営をサポートする財務会計のパッケージシス
テムです。25年以上の歴史と全国250団体以上の稼働実績があり、関東
ではトップシェアを誇ります。従来の財務会計の基本業務にとどまらず、行政
評価や財政計画、契約事務など、幅広い業務に対応する豊富なラインナップ、
さらにカスタマイズ性能によって、お客様のニーズに合ったシステムをご提供
しています。

A.

INTERVIEW

ニーズにいち早く対応しながら進化を続ける「FAST」。
目指すのは、全国トップシェアです。

シングルサインオンできるクラウド製品をリリース。
ソリューション展開からネクストニューが見えてくる。

「FAST」とは、どんなサービスですか？ 新しい機能やサービスは、ありますか？

すでに高いリピート率を誇る「FAST」ですが、さらに高い顧客満足度を得る
には、コンサルティング的視野に立った製品のご提案が必要だと考えており
ます。私たちは直接お客様と打ち合わせをして仕様を決め、製造、テスト、納
品、アフターサポートまで一貫して行いますが、なかでも大切にしているのがお
客様との打ち合わせです。各々の団体様に異なる事務規則などがございま
すので、お客様の立場に立って理解しながら、過去の豊富な事例も含めて、
ときに事務改善をご提案いたします。単なるシステム導入にとどまらない、この
プラスαが重要だといえます。これから「FAST」が目指すのは全国トップシェア
です。支店とのさらなる連携強化を図り、全国的なご提案に邁進してまいります。

システムを拡充した点が大きく２つございます。１つは新地方公会計制度に
おける財務諸表4表 の活用を支援するセグメント別財務諸表作成機能を追
加しました。もう１つは、総務省のクラウド化推進に合わせて「クラウド版
FAST」をスタートいたしました。優れた拡張性と豊富な導入実績を高く評価
いただき、昨年10月から長野県塩尻市様へクラウドサービスを開始いたしま
した。また、「行政クラウド・モール」への参加を開始しております。これは、
自治体向け専門ベンダーが参加して各社の製品をクラウド上で提供する
サービスです。クラウド上でシステム提供を
行うことは、「FAST」をアピールする絶好の
機会と捉えています。

今後の取り組みや目標について、お聞かせください。

A.

A.

※シングルサインオン（SSO）…一度の認証処理によって複数のコンピュータ上のリソースが
　利用可能になる認証機能のこと。

※新地方公会計制度により公表を求められた、地方公共団体単体及び関係する団体の決算
　を連結した財務書類で、「貸借対照表」・「行政コスト計算書」・「純資産変動計算書」・「資金
　収支計算書」のこと。

目指すのは、 
「全国トップシェア」

25年以上の
歴史

全国250団体
以上の実績

Q

Q

A.

A.

ICカードなどの認証デバイスを使ったPCの利用制限、USBメモリの制御、
ファイルやドライブの暗号化といった、トータルな情報セキュリティソリュー
ションです。金融や保険をはじめ、自治体からゼネコンまで、幅広い業界でご
利用いただいております。

「ARCACLAVIS」とは、どのようなサービスですか？

 昨年リリースされた新製品について、
お聞かせください。

Q

A.お客様も市場も、誰も気づいていない課題を抽出・解決することで、より新しい
“ネクストニュー”を提供するソリューション展開が必要であると考えています。さら
に、機能、価格、そして商品を伝えるプロモーション、これらの「総合力」です。セキュ
リティは目に見えない縁の下の力持ちのような存在ですが、私たちはセキュリ
ティの取り組みを通じて社会貢献する企業の一員として、「ARCACLAVIS」
を、今後も多くの人にアピールしていきたいと思います。

今後、市場を勝ち抜くために
何が必要だと思いますか？

※

常に、お客様のニーズにお応えするジャパンシステムのサービス。
今回は、行政経営支援サービス「FAST（ファースト）」と情報セキュリティソリューション「ARCACLAVIS（アルカクラヴィス）」の強みと
今後の展望について、担当者にインタビューいたしました。

働き方のスタイルが多様化する現代社会において、また東日本大震災のよ
うな災害時も、クラウド化は大きなメリットとなるでしょう。
これまで「ARCACLAVIS」ではICカードの本人認証を中心に展開してきまし
た。新しいシングルサインオン製品が加わったことで、カバーするセキュリティ
市場が格段に広がり、新規顧客の獲得につながるものと確信しております。

2011年7月に発売したクラウド版シングルサインオン 製品「ARCACLAVIS 
Ways SSO」は、一度パスワードを入力するだけで複数のアプリケーションに
ログオンできるシステムです。パソコン使用時にシステムごと一回一回パス
ワードを入力する必要がありませんので、パスワード漏えいのリスクを大幅に
抑え、利便性の向上やコスト削減を実現します。クラウド対応している点も大き
なポイントです。

自治体事業本部
フィールドサービス部 マネージャ

佐々木 健治

自治体事業本部
事業推進部 プリセールスリーダ

宮下 泰彰

第三ソリューション事業部
第二システム部 マーケティンググループ

河又 淳

第三ソリューション事業部
第二システム部 開発グループ

田中 英也

IT管理者

ARCACLAVIS Ways
SSOサーバ設定 ダウン

ロード

ARCACLAVIS
Ways SSO

タブレットで
スマートフォンで

パソコンで
ユーザー

※
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売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別利益

特別損失

税引前当期純利益

法人税等

当期純利益

科目

期別 期

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

科目

期別
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

第43期

2,416

1,526

206

306

1,013

3,942

1,219

160

1,380

2,563

△0

2,562

3,942

3,556

830

187

247

395

4,387

1,183

103

1,287

3,121

△21

3,099

4,387

7,747

6,219

1,528

1,332

195

19

8

207

21

0

228

△58

287

7,734

5,838

1,895

1,306

589

34

6

618

－

72

545

△12

558

188

△147

△121

△80

885

805

903

△48

△170

684

805

1,489

貸借対照表

流動資産

損益計算書 キャッシュ・フロー計算書

資産の部
流動資産
固定資産
   有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他の資産　
資産合計
負債の部
流動負債
固定負債
負債合計
純資産の部
株主資本
評価・換算差額等 
純資産合計
負債純資産合計

第43期
2011年1月1日～
2011年12月31日

第42期
2010年1月1日～
2010年12月31日

第42期
2010年1月1日～
2010年12月31日

第43期
2011年1月1日～
2011年12月31日

2011年
12月31日 現在

第42期
2010年

12月31日 現在
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現金及び預金、繰延税金資産が増加した一方で、売掛金、仕掛品及
び未収入金が減少したこと等により、1,140百万円増加し3,556百
万円となりました。

当社では年初に当期の活動テーマを「新機

軸の創出と確立に向けての転換の年」とし、

新組織体制の下、お客様の声、社内の声を

事業に反映させ、独自性とスピード感のある

活動をしてまいりました。研ぎ澄まされた感性・

先取りと速攻の心を持ち、新しいテクノロ

ジーと安定した品質を取り込んだソリュー

ション・サービスの具現化を実践し、自治体

事業、パッケージソリューション事業、システム

開発事業の三本柱に注力してまいりました。

主な取り組みとして自治体様向け行政経営

支援サービス「FAST」及びICカードセキュリ

ティ認証ソリューションである「ARCACLAVIS」

のクラウド対応化、自社に蓄積されたソリュー

ションと他社ソリューションとの効果的融合・

組み合わせによるサービス提供力の拡大を

実施いたしました。また、人材育成の観点か

ら、下期に幹部社員及び幹部候補社員に

対する「ビジョン創造ワークショップ」、営業部員

に対する「ソリューション営業教育」を実施

いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益545百万円、減価償却費69百万円、無形固定
資産償却費123百万円、売上債権の減少額110百万円等の収入
があった一方で、未払金の減少額10百万円、長期未払金の減少額
51百万円が支出となったこと等の要因により、営業活動によるキャッ
シュ・フローは903百万円の収入となりました。

4 62

1

4

5

2

1

3

負債
未払消費税等、前受金が増加した一方で、短期借入金、1年内返
済予定の長期借入金、長期借入金及び長期未払金等が減少した
こと等により、92百万円減少し1,287百万円となりました。

3 純資産
当期純利益が発生したこと等により、536百万円増加し3,099百
万円となり、自己資本比率は70.7％となりました。

売上高
アプリケーション開発やパッケージソフウェア開発における売上高の
増加や、新規案件・大型案件を獲得した一方、コンピュータ機器等の
販売が減少し、0.2％減の7,734百万円となりました。

5 営業利益
ソフトウェア開発等における生産性の向上や収益性の改善活動の
効果等により、200.9％増の589百万円となりました。

財務ハイライト（要旨）
FINANCIAL HIGHLIGHT
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固定資産
   有形固定資産
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流動負債
固定負債
負債合計
純資産の部
株主資本
評価・換算差額等 
純資産合計
負債純資産合計

第43期
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第43期
2011年1月1日～
2011年12月31日

2011年
12月31日 現在

第42期
2010年

12月31日 現在
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現金及び預金、繰延税金資産が増加した一方で、売掛金、仕掛品及
び未収入金が減少したこと等により、1,140百万円増加し3,556百
万円となりました。

当社では年初に当期の活動テーマを「新機

軸の創出と確立に向けての転換の年」とし、

新組織体制の下、お客様の声、社内の声を

事業に反映させ、独自性とスピード感のある

活動をしてまいりました。研ぎ澄まされた感性・

先取りと速攻の心を持ち、新しいテクノロ

ジーと安定した品質を取り込んだソリュー

ション・サービスの具現化を実践し、自治体

事業、パッケージソリューション事業、システム

開発事業の三本柱に注力してまいりました。

主な取り組みとして自治体様向け行政経営

支援サービス「FAST」及びICカードセキュリ

ティ認証ソリューションである「ARCACLAVIS」

のクラウド対応化、自社に蓄積されたソリュー

ションと他社ソリューションとの効果的融合・

組み合わせによるサービス提供力の拡大を

実施いたしました。また、人材育成の観点か

ら、下期に幹部社員及び幹部候補社員に

対する「ビジョン創造ワークショップ」、営業部員

に対する「ソリューション営業教育」を実施

いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益545百万円、減価償却費69百万円、無形固定
資産償却費123百万円、売上債権の減少額110百万円等の収入
があった一方で、未払金の減少額10百万円、長期未払金の減少額
51百万円が支出となったこと等の要因により、営業活動によるキャッ
シュ・フローは903百万円の収入となりました。
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負債
未払消費税等、前受金が増加した一方で、短期借入金、1年内返
済予定の長期借入金、長期借入金及び長期未払金等が減少した
こと等により、92百万円減少し1,287百万円となりました。

3 純資産
当期純利益が発生したこと等により、536百万円増加し3,099百
万円となり、自己資本比率は70.7％となりました。

売上高
アプリケーション開発やパッケージソフウェア開発における売上高の
増加や、新規案件・大型案件を獲得した一方、コンピュータ機器等の
販売が減少し、0.2％減の7,734百万円となりました。

5 営業利益
ソフトウェア開発等における生産性の向上や収益性の改善活動の
効果等により、200.9％増の589百万円となりました。

財務ハイライト（要旨）
FINANCIAL HIGHLIGHT
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（2011年12月31日現在） （2011年12月31日現在）

社 名

設 立

資 本 金

本 社

事 業 所

証券コード事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 準 日

配当金受領株主確定日

単 元 株 式 数

株 主 名 簿 管 理 人

公 告 掲 載 方 法

毎年1月1日から12月31日まで

毎年3月

定時株主総会　12月31日

剰余金の配当 　12月31日
中間配当　　　  6月30日

1,000株

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電子公告
当社ホームページ（http://www.japan-

systems.co.jp/ir/）に掲載します。ただし、
事故その他のやむを得ない事由によって
電子公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載します。 

ジャパンシステム株式会社

1969年6月

13億2百万円

東京都渋谷区代々木1-22-1 代々木1丁目ビル

TEL 03（5309）0300（代表）

URL http://www.japan-systems.co.jp

東京イーストサイドオフィス

北海道支店、東海支店、関西支店、九州支店

9758/大阪証券取引所（JASDAQスタンダード）

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株 主 数

98,000,000株

26,051,832株

1,895名

会社概要株式の状況

大株主

株主メモ

役員

エイチピー エンタープライズ
サービシーズ エルエルシー

株主名 持株数 持株比率

13,973,000株 53.6%

代表取締役社長

代表取締役副社長

取 締 役 副 社 長

取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

取締役（非常勤）

常 勤 監 査 役

監 査 役

監 査 役

阪口 正坦

岡田　和敏

村中　達郎

井 上 　 修

村上　申次

伊 藤  孝

亀谷　二男

有 木 　 均
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アプリケーションソフトウェア開発

主に官公庁、金融業及び通信、流通、製造業などの業務分

野向けソフトウェアの開発を中心に事業を展開しておりま

す。当期におきましては、既存のお客様に高い評価をいただ

き、売上高は5,738百万円（前期比：3.9%増）となりました。

上野　南海雄
うえの 　 な み お

さかぐち　　まさひろ

おかだ　　かずとし

むらなか　　たつろう

いのうえ　 　 おさむ

むらかみ   　し ん じ

い と う　   たかし

かめたに 　　つぎ お

あ り き 　　ひとし

6,000

4,500

3,000

1,500

0
2009.12

5,202

2010.12

5,522

2011.12

5,738
（単位：百万円）

1,200

900

600

300

0
2009.12

1,137
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1,165

2011.12

1,213（単位：百万円）

1,200

900

600

300

0
2009.12

929

2010.12

1,059

2011.12

782

（単位：百万円）

郵便物送付先

0120-288-324（通話料無料）
電話お問い合わせ先

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

事業別の業績
PERFORMANCE BY OPERATING SEGMENT

APPLICATION SOFTWARE

パッケージソフトウェア開発
SOFTWARE PACKAGE

コンピュータ機器等販売
COMPUTER

主に自治体を中心とする行政経営支援サービス「FAST」

のソフトウェアの開発を行っております。当期におきまして

は、前期に引き続いて自治体新地方公会計制度に対応

した案件等が堅調に推移したこと等により、売上高は

1,213百万円（前期比：4.1%増）となりました。

主に自治体及び一般企業を取引先として、コンピュータ機

器とその周辺機器やネットワーク製品を中心とした販売を

行っております。当期におきましては、売上高は782百万円

（前期比：26.1%減）となりました。

企業情報
COMPANY INFORMATION
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ジャパンシステム株式会社
東京都渋谷区代々木1-22-1 代々木1丁目ビル
http://www.japan-systems.co.jp

ジャパンシステムの注力ビジネスや新しい取り組みをご紹介いたします。

今回のテーマ ARCACLAVIS

ジャパンシステムジャパンシステム
クリッククリック

ジャパンシステム株式会社

LETTERJS 第43期
株主通信
2011年1月1日～
2011年12月31日

証券コード ： 9758

事業報告及び次期の展望

クリック！ジャパンシステム

ごあいさつ

特集：担当者インタビュー

ジャパンシステムの
サービスを語る！

「ARCACLAVIS」
財務ハイライト
事業別の業績

株式情報/会社情報

行政経営支援サービス
情報セキュリティソリューション

JS NEWS

近年、仕事に役立つ情報のほとんどは、情報システムと
して管理されています。その中で、ＰＣの置き忘れ、紛失など
いつ起こるかわからない情報漏えいからの回避や、スマー
トフォン、タブレット等の急速な普及に伴う社外からのアクセ
ス対策など、トータルなセキュリティソリューションが企業様
の中で求められています。このような背景から、当社で
は簡単・安全に利用できる「ARCACLAVIS（アルカクラ
ヴィス）シリーズ」をご提供しております。誰もが使いやす
いICカード認証をはじめ、万一のときに情報を守る暗号
化、なりすまし、不正利用への対策などを実現いたします。

従来のシングルサインオンを拡張したコンセプトの"インテリジェントシングル
サインオン(iSSO)"ソリューション。ID・パスワードを一元管理し、あらゆる
アプリケーションに利用可能。クラウド、iOS/Androidに対応しています。

「簡単・安全・確実」に運用できるセキュリティ製品です。
ニーズやご予算に応じて、幅広いラインナップをご用意しています。

兵庫県様

「情報セキュリティ先進
県ひょうご」の実現に向け

て、

兵庫県では情報セキュリテ
ィ対策を重要課題と位置

づ

けています。その一環とし
て「ARCACLAVIS Rev

o」を

導入し、約11,000台のク
ライアントPCに対して、IC

カ

ードによる認証基盤の整
備を実施しました。新しい

シス

テムを導入すると、当初は
ヘルプデスクへの問い合

わ

せが多く発生するもので
すが、ユーザの利便性を

考慮

しながら管理者の負担を
軽減させる仕組みを提案

いた

だくなど、素早く柔軟な対
応で非常に助かりました

。

今後は、庁内システムの
シングルサインオン化な

どを

検討していきたいと考えて
います。

お客様の声

仕事を便利にしてくれるデバイスを、安心して活用できるようにする
唯一のソリューション「ARCACLAVISシリーズ」

東急建設株式会社様

全国各地で常時約500カ所の工事現場を抱える当社では、ICカード社員証の回収なしで円滑な導入と運用ができるセキュリティ対策が必要でした。また、建設業特有の、さらに当社ならではの厳しい条件が多数ある中で、当社の仕様に合わせた「ARCACLAVIS LOCKey」を開発していただきました。使い勝手は期待通りです。ユーザからのクレームもなく、すっと入れてシンプルで、管理者の反応も上々です。今後新たなセキュリティ対策が必要になった際にも、迅速かつリーズナブルな提案を期待しています。

ラインナップ一覧


