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　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。
　当社グループは、第28期第3四半期に行いました経営体制の刷新以来、持続的な事業成長
を実現するための事業転換及び事業基盤の構築を進めております。第29期におきましては、

「収益モデル転換」「クラウド連携サービスを実現するソリューション開発・展開」「新規事業開
拓」等を経営上の重要課題と位置付け、電子出版関連事業やネットワーク仮想化ソリューション
の開発・販売等をはじめとした事業開拓に積極的に取り組みました。この結果、当初見込みを上
回る業績を達成することができました。尚、上記の通り事業進捗しておりますものの、繰越利益
剰余金が依然として欠損の状況でありますこと、及び今後の事業成長へ向けた投資・研究開発
等の原資として手元資金の確保に努めることから、誠に遺憾ながら、第29期の期末配当の実施
を見送ることとさせていただきました。
　第30期（平成26年1月期）におきましても、前連結会計年度までの事業成果を足がかりに、エン
タープライズ向けクラウドサービスの開発・展開や、電子出版関連ソリューションの教育・娯楽分
野への展開拡大等を推し進め、継続的な事業成長へ向けた事業基盤確立に努めてまいります。
　全社員一丸となって事業推進してまいりますので、株主の皆様におかれましては、引き続き
ご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申しあげます。

■ 株主の皆様へ

代表取締役社長　室伏  伸哉
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　当連結会計年度における連結業績は、売上高117億12百
万円（前年比15.0％減少）、経常利益16億75百万円（前年比
594.4％増加）、当期純利益26億円（前連結会計年度は43億
15百万円の当期純損失）となりました。
　現在、事業転換及び新規事業開拓を進めておりますもの
の、既存のフィーチャーフォン向けソフトウェアの受託・ライセ
ンスビジネス等での売上が減少した影響により、対前年比で
減収となりました。一方、経営効率化へ向け本社及び子会社
における合理化施策等を徹底した効果により、利益ベースで
は、大幅な増益を達成いたしました。
　尚、特別利益として関係会社株式売却益12億11百万円、
特別損失として本社及び子会社での合理化施策に係る特別
退職金4億16百万円を計上いたしました。

　当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末より16億
92百万円減少し、343億9百万円となりました。これは主に受
取手形、売掛金及び有価証券の減少によるものです。
　負債は、前連結会計年度末より29億70百万円減少し、23
億27百万円となりました。これは主に買掛金及び長期借入金
の減少によるものです。
　純資産は、前連結会計年度末より12億77百万円増加し、
319億82百万円となりました。これは、当期純利益26億円を
計上した一方で、為替換算調整勘定が減少したこと及び自己
株式を取得したこと等によるものです。

連結貸借対照表（要旨）
（平成25年1月31日現在） （単位：百万円）

流動資産 26,985
流動負債 2,102
固定負債 224

固定資産 7,324
負債合計 2,327
純資産合計 31,982

資産合計 34,309 負債純資産合計 34,309

連結損益計算書（要旨）
（平成24年2月1日〜平成25年1月31日） （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
（平成24年2月1日〜平成25年1月31日） （単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,783
投資活動によるキャッシュ・フロー △165
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,182
現金及び現金同等物の期末残高 22,176

売上高 11,712

営業利益 1,425

営業外収益合計 280

営業外費用合計 30

経常利益 1,675

特別利益合計 1,317

特別損失合計 505

当期純利益 2,600

6.2% ■
フロントエンド事業

722百万円
28.4% ■

ネットワークソフト事業
3,325百万円　　

14.5% ■
アジア

1,692百万円

11.0% ■
欧州

1,293百万円

17.2% ■
ソフトウェア事業（海外）

2,016百万円

18.2% ■
北米

2,126百万円

■ 48.2%
ソフトウェア事業（国内）
5,648百万円

■ 56.3%
日本
6,598百万円

事業別 地域別

※1 事業別及び地域別の売上高構成比は、外部顧客への売上高に基づいております。
※2 地域別の売上高構成比は、顧客の所在地別に表示しております。

売上高構成比（連結）

業績の概況 財政状態の概況
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　当社グループは、OSに依存しないアプリケーション実行基盤である『HTML5』や次世代ネットワーク技
術である『ネットワーク仮想化』等のクラウド関連技術における強みを発揮し、スマートデバイス時代に
益々多様化していく「OS」「デバイス」「ネットワーク」から自由（フリー）に、あらゆる「OS」「デバイス」「ネット
ワーク」からシームレスにクラウドサービスを利用できる環境を実現するための技術及びソリューションを
提供してまいります。
　また、これらのソリューション提供を通じて、『Enterprise（企業）』『Edutainment（教育・娯楽）』

『Energy（電力）』向けの高付加価値な「クラウドサービス」、及びスマートデバイス時代に求められる柔軟
かつ安価なネットワーク環境を実現するための「ネットワークソリューション」を開発・提供してまいります。

３つのフリー（「OSフリー」「デバイスフリー」「ネットワークフリー」）で
様々なクラウドサービスを実現
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社 名 株式会社ACCESS
設 立 昭和59年2月1日
資 本 金 313億91百万円
主 要 な
事 業 内 容

当社は、情報通信ネットワークに関連する
ソフトウェアの企画、研究、開発、設計、製作
及び販売を行っております。

従 業 員 数 615名（連結）
主要取引銀行 りそな銀行、みずほコーポレート銀行、

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、
三井住友信託銀行

発行可能株式総数 915,000株
発行済株式の総数 392,031株
株 主 数 21,468名

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 45,468 11.60
NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED 31,454 8.02
DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB 
NON-TREATY CLIENTS 613 25,856 6.60

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,195 2.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,793 1.99
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 6,840 1.74
荒川　亨 6,000 1.53
株式会社ＳＢＩ証券 5,273 1.35
株式会社サン・クロレラ 5,220 1.33
CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT 4,492 1.15

所有者別株式分布状況 （株式数割合）

大株主の状況 （上位10名）

会社概要 （平成25年1月31日現在）

株式の状況 （平成25年1月31日現在） 株主メモ

事 業 年 度 毎年2月1日から翌年1月31日まで
定時株主総会 毎年4月開催
基 準 日 定時株主総会　毎年1月31日

期末配当金　　毎年1月31日
中間配当金　　毎年7月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告
して定めます。

株主名簿管理人及び
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

株主名簿管理人
事務取扱場所

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） 〒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

（電話照会先）  0120-782-031

（インターネット）ホームページURL
http://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。
http://jp.access-company.com/investors/
public_notice/
ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うこと
ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所

■ 7.34%
金融機関
28,782株
■ 5.11%
証券会社
20,042株
■ 20.29 %
外国法人等
79,533株

49.62% ■
個人その他
194,529株

■ 17.64%
その他の法人
69,145株

所有者別

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届
出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照
会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用
されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の
三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を
開設いたしました。
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記
の電話照会先にお願いいたします。

（注） 持株比率は自己株式（11株）を控除して計算しております。
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株式会社ACCESS
■ 幕張オフィス 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-2　TEL：043-212-2111（大代表）
■ 水道橋オフィス 〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-8-8　住友不動産猿楽町ビル

2013.4 Printed in Japan.

ホームページのご紹介

http://jp.access-company.com

ホームページでは、製品情
報のほか、ニュースリリー
ス、投資家情報など当社に
関する各種情報を公開し
ております。

日本語トップページ

※個人その他に自己株式11株が含まれております。
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