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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準　

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        　　　　：　有

連結（新規）１社

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。

 

２．平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期 1,902 － 386 － 385 － 202 －

17年12月期第１四半期 － － － － － － － －

  （参考）
   17年12月期

6,859  1,712  1,733  1,061  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年12月期第１四半期 448 19 444 28

17年12月期第１四半期 － － － －

  （参考）
   17年12月期

2,362 62 2,329 74

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

 　　２．17年12月期第１四半期においては連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値及び18年12月期第１四

半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　インターネットは、産業・経済活動から日常生活に必要不可欠な社会基盤（インフラ）にまで発展してきました。パ

ソコンの処理能力やブロードバンド化などによる通信速度の向上、サービスの多様化・低廉化により、インターネット

はますます便利になり、国民生活へより深く浸透する一方で、情報流出、フィッシング詐欺などの危険も増しています。

情報セキュリティへの関心、安全で、安心できるネット社会への要求がより一層高まっています。このような環境のも

と、当社グループでは電子認証を中心とする様々なサービスを提供してまいりました。

　セキュリティ・サービス事業における各部門の概況は以下のとおりです。

　マス・マーケット部門の売上高は1,112百万円（前年同期比18.7％増）となりました。中核となる「サーバID（SSLサー

バ証明書）」発行サービスにおいては、プライバシー保護のための決済情報、個人情報等の送信データの暗号化に加え、
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フィッシング詐欺などへの対策としてのウェブサイトの存在証明へと利用目的が広がる中、発行リードタイムの短縮、

およびセキュリティ関連情報のメール配信といった一連のプレミアム（付加価値）サービスの提供により、大企業から

中小企業にいたるまで顧客基盤の裾野が拡大してきております。また、当社販売パートナーのマーケティングに対する

サポート提供等によるパートナービジネスの強化も売上増加に貢献いたしました。さらに、10本以上のサーバIDを購入

する顧客向けに、契約本数内で必要に応じて即時発行が可能、複数証明書の容易な管理、一括購入による割引といった

メリットを持つ、「マネージドPKI for SSL」の売上が大口顧客を中心に拡大しました。これらの結果、サーバIDの有効

発行枚数は50,800枚(同25.4％増)に達しました。

　                                                

　エンタープライズ部門の売上高は564百万円（同3.8%増）となりました。当社の顧客企業が、その顧客、社員、取引先

等の個人（クライアント）の認証を独自で行い、クライアント証明書の発行プロセスを当社にアウトソースする「マネー

ジドPKIサービス」は様々な目的で使われるようになってきており、法人向けインターネットバンキング、社内ネット

ワークへのアクセスと物理的入退室管理を行えるデジタル社員証、官公庁・自治体向けの電子入札、会員制の企業向け

情報提供サービス他、様々な分野で利用が拡大しています。当期では、金融機関における「マネージドPKIサービス」の

利用をいっそう拡大するとともに、これまでの中心であった金融機関、情報サービス、移動通信業以外の業界において

も大型案件のご採用をいただく等、着実に業種分野を広げております。コンサルティングサービスにおいては当期にサー

ビスを開始した顧客企業のIT投資削減、ITサービス向上を実現するITIL(*1)コンサルティングが通信事業者2社からご採

用をいただく等、順調な立ち上がりを見せるとともに、従来からのCPS（認証業務運用規程）策定コンサルティング、情

報セキュリティコンサルティング、e-文書法に関するコンサルティング、ウェブサイトやネットワークのセキュリティ

対策及び脆弱性診断コンサルティング等も売上に貢献しました。新規サービスであるサプライチェーン（RFID(*2)関連）

サービスでは他社との協業による実証実験から民間企業におけるシステム構築まで、順調な立ち上がりをみせました。

また、マネージドセキュリティサービスでは伊藤忠商事株式会社より営業譲渡されたセキュリティ情報配信サービス

「CyberNotice」、および当社の子会社であるサイトロック株式会社のネットワーク監視のアウトソース・管理インフラ

も活用したサービスの提供に向けて事業開始の準備を整えました。

 

　その他部門においては、企業・学校法人等への情報セキュリティ・トレーニングの提供等により、19百万円(同64.6％

増)となりました。

 

（注）17年12月期第１四半期は連結財務諸表を作成していないため、上記においては当社の前年同期実績との比較を行っ

ております。

 

　当社の子会社であるサイトロック株式会社が提供するITサービス・マネジメント事業の業績は、リモートオペレーショ

ン（遠隔運用監視）センターを通じたネットワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等のアウトソーシング

サービスにより売上高は206百万円となりました。

 

　以上の結果、当第１四半期の売上高は1,902百万円となりました。

(*1) Information Technology Infrastructure Libraryの略。英国政府のCCTA(Central Computer & Telecommunications Agency)が開発したIT

インフラストラクチャに関する包括された一連の手引書（ガイドライン）のこと。IT 運用のプロセスを明確化し、属人性を廃することで、

IT 運用のムダを排除し、運用品質を維持・向上させるためのノウハウや手法がまとめられている。

(*2) Radio Frequency Identificationの略。ICタグと呼ばれる媒体に記憶された人やモノの個別情報を、無線通信によって読み書き（データ

呼び出し・登録・削除・更新など）をおこなう自動認識システムのこと。

  

(2）連結財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨)

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期第１四半期 14,701 11,181 76.1 24,753 47

17年12月期第１四半期 － － － － －

（参考）17年12月期 14,911 10,961 73.5 24,302 60

（注）17年12月期第１四半期においては連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値は記載しておりません。
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(3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨)

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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期第１四半期 △67 △130 17 3,519

17年12月期第１四半期 － － － －

（参考）17年12月期 2,078 △6,066 90 3,699

（注）17年12月期第１四半期においては連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値は記載しておりません。

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　現金及び現金同等物の当期末残高は、前連結会計年度末より180百万円減少して3,519百万円となりました。当第１四

半期における各キャッシュ・フローの以下のとおりです。

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローは67百万円減少となりました。税金等調整前第１四半期純利益により384

百万円、減価償却費で83百万円、連結調整勘定償却額で70百万円増加した一方で、法人税等の支払で582百万円減少し

たこと等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローの減少は130百万円となりました。これは主に、社内業務システム等のソフトウェ

アを含む無形固定資産の取得による支出74百万円、サーバ・ネットワーク機器等の有形固定資産の取得による支出35百

万円等によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローの増加は17百万となりました。これはストック・オプションの行使による株式の

発行によるものです。

 

３．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(百万円未満切捨)

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり年間配当金

 百万円 百万円 百万円 円 銭
 中間期 4,230 890  528 － －

 通期 9,560 2,090 1,300 － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）      2,882円25銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　世界で最も低廉かつ高速なブロードバンド環境のもと、ネットワークを介した情報通信・ビジネスは今後も順調に拡

大していくことが予想されます。また、ICタグ、非接触ICカード、新たにネットワーク機能が備わった機器等の利用が

大きく進展しています。このような事業環境のもとで、既存顧客の更新率の維持・向上に努め、既存及び新規顧客に対

して新サービスの提供に積極的に取り組んでまいります。具体的には学生証・社員証に非接触ICカードを利用する際の、

電子証明書の提供、サービス提供事業者が発行する携帯電話向け証明書の拡販、ITILコンサルなど、新コンサルティン

グサービスメニューの追加などに取り組んでいくほか、新規サービスとしてRFID（ICタグ）関連サービス、マネージ

ド・セキュリティ・サービス、低価格・簡易認証サーバ証明書の発行サービス、サイトロック株式会社とベリサインの

サービスを相互の顧客に提供する等、拡販強化に取り組んで参ります。

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でいます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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４．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日本ベリサイン株式会社）、子会社であるサイトロック株式会

社および株式会社ソートジャパンから構成されており、インターネット上で安全に情報のやりとりを行うための電子認

証サービス、運用アウトソーシングサービスを主として提供しています。当社グループの事業内容及び当社と関係会社

の当該事業に係わる位置付けは次のとおりです。

 

(1) セキュリティ・サービス事業

　当社が提供する事業で、主にマス・マーケット部門、エンタープライズ部門、その他部門から構成されています。マ

ス・マーケット部門では、インターネット上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバとブラウザ間の暗号化通信を

実現するためのサーバIDの発行、ならびにドメインネームの登録および管理サービスを提供しております。エンタープ

ライズ部門は、電子証明書の発行および管理業務を当社が代行するマネージドPKIサービス（電子認証局業務のアウト

ソーシングサービス）等を提供しております。その他部門はセキュリティ関連トレーニング、セミナーを提供しています。

 (2) ITサービス・マネジメント事業

　当社の子会社であるサイトロック株式会社が提供しています。24時間365日のリモートオペレーションセンターをベー

スにネットワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等のアウトソーシングサービスを提供しています。

 

　当社の親会社であるベリサイン・インクは、上述の当社が行っている事業に加え、「.com」をはじめとする複数のトッ

プ・レベル・ドメインの登録管理事業、電話通信事業者に対する情報データベースや課金・決済サービスの提供事業を、

米国及び世界各地で行っています。なお、当社は、ベリサイン・インクが開発し、かつ権利を有するPKI関連製品・サー

ビスにつき、日本国及び韓国におけるライセンスを取得し、サービス提供を行っています。

[事業系統図]
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５．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社は、「ネットワークそのものが、新しい価値を生み出す社会」の実現に貢献してまいります。今日、インター

ネットをはじめとするネットワークの持つ力は日増しに大きくなり、人々のコミュニケーションや、従来の事業形態を

大きく変化させるまでに成長しています。当社は、ネットワークが従来のような、ただデータや言葉を運ぶだけの「イ

ンフラ（基盤）」ではなく、利用者があらゆるネットワーク環境・条件下においても、インフラの存在を意識すること

なく安心して利用できるレベルまで発展することで、快適にコミュニケーションやビジネスができる社会の実現に貢献

していくことを企業使命としています。そうした社会を実現するために、当社は、まず、コア・ビジネスである電子認

証サービス事業において、顧客満足度の維持・向上、利便性と利用用途の拡大を図ってまいります。さらに、電子認証

の分野で培った実績や技術力、また大規模・高速のデータベース検索技術を応用し、お客様の人的、技術的、物理的な

負担を軽減するネットワークセキュリティ全般にわたるサービスを提供するために事業領域を拡大してまいります。こ

のような成長戦略に加え、収益性及び財務・経営基盤の安定性を高め、コンプライアンス、ガバナンスを重視した透明

性の高い経営を通じて当社の利害関係者の皆様から高い信頼と評価を得られるよう努力し、企業価値の極大化を図って

まいります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題として認識しており、利益配当に関しましては各期の経営成績を

考慮に入れて決定することを基本方針といたしております。今後につきましては、急速な市場変化に対応するための積

極的な事業展開に備え、財務体質及び経営基盤のさらなる強化を図るため、必要な内部留保の充実に重きを置く方針で

あり、当面配当を実施する予定はございません。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、より多くの投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整備するために、上場以来合計２回、１対４及び

１対２の株式分割を実施いたしました。今後も株式の流動性向上及び投資家層拡大のために、投資単位の引下げについ

ては継続的に検討してまいります。

(4) 目標とする経営指標

　当社では、変化の激しいIT業界で勝ち抜いていくこと、また、進出する市場においてはNo.1の地位を獲得することを

目標としております。これらを達成するために、特に、売上と利益の成長性、および、利益率の水準を重点指標として

捉えております。これらの指標を高めていくことで、中長期的にROEの向上を通じて株主価値の向上を図ってまいります。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」や「e文書法」（正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律」および「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」）の施行等による情報セキュリティ意識の高まりもあり、

コアビジネスであるPKI事業について、新たなソリューションの提供、既存顧客のニーズの吸い上げ、及び新たな顧客

層の開拓等により、一層の拡大をすることが可能と考えております。新たなソリューションとして、携帯電話を利用し

たPKIサービス「マネージドPKI for Mobile」の提供準備を整え、当四半期会計期間に、「PKI対応FeliCaカードを利用

した社員証ソリューション」の提供を開始しました。一方、当社グループは、総合的な情報セキュリティ・サービス・

プロバイダーを志向しており、PKI事業に加え、当期に立ち上げた無線ICタグによるネットワークを経由した商品管理

の効率化並びにセキュリティ等の付加価値を加えるRFID事業をいっそう拡大し、また、伊藤忠商事株式会社より営業譲

渡された「CyberNotice」も活用し、子会社のサイトロック株式会社と連携して顧客企業内にあるセキュリティ装置を

外部センターから顧客の代わりに監視・管理するマネージド・セキュリティ・サービス事業を立ち上げてまいります。

※ 「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

※ 記載されている会社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標および商標です。

 (6) 企業集団が対処すべき課題

　経営の基本方針を踏まえ、企業価値を高めるため、当社グループは以下の課題に取り組んでまいります。

① 激動する市場の中でスピード感のある事業展開を実現するため、優秀な人材の確保を重要視しております。特に、

本部長クラスの人材の充実と研修等を通じたミドルクラスの人材育成に注力してまいります。

② 目先のビジネスと将来への資源配分を最適なバランスで両立させるため、経営企画機能、事業開発機能を引き続き

強化してまいります。
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③ 前期子会社化したサイトロック株式会社に続き、総合的な情報セキュリティ・サービス・プロバイダーを目指して

今後も必要に応じて技術、顧客、人材を擁する企業の買収を積極的に進めてまいります。

④ ベリサイン・インクとの共同開発体制を強化し、日本市場のニーズを開発段階から反映させることで、顧客満足の

向上と新規サービス開発力の強化を実現してまいります。

⑤ 当社はリーディングPKIベンダーとしてブランドを確立してまいりました。今後は、総合的な情報セキュリティ・

サービス・プロバイダーとしてブランドの確立・強化を図り、事業拡大へとつなげてまいります。

⑥ 当社グループ全体で、質の高い効率的な経営を目指し、コンプライアンス意識の一層の浸透とコーポレート・ガバ

ナンスのさらなる強化を進めてまいります。

 

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　当社は、企業価値を継続的に増大させるためにはコーポレート・ガバナンスの整備と強化が最重要課題のひとつで

あると考えております。この基本的な考え方を前提に、執行役員制度による経営の監督と執行の分化を推進すること

を目的として、社内組織、規程、制度並びにこれらの運用の継続的な見直しを行うと共に、積極的な適時の情報開示

を通じて経営の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に取組んでまいります。

 ＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(a) 会社の機関の内容

　当社は、経営に関する意思決定及び業務執行についての有効な監視及び監査がなされていると判断していること

から、監査役制度を採用しております。取締役会は、取締役７名（内３名が社外取締役）で構成され、重要な経営

方針・目標等についての決定を行うとともに、業務の執行を監督しております。監査役会は、監査役５名（全員が

社外監査役）で構成され、取締役の業務執行の監査を行うとともに、コンプライアンスの観点から日常の業務活動

の監視を行っております。社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、法務部、財務部、管理部等のスタッ

フが適宜対応しております。

 （b）業務の執行体制

　業務執行体制としては、業務の迅速な執行と経営の質を高めることを目的として、執行役員制度を採用し、経営の

監督と執行の分化を推進しております。７名の執行役員（内３名は取締役を兼務）で構成される執行役員会（原則毎

週１回開催）において日常の業務執行を決定しておりますが、常勤監査役及び内部監査室長がオブザーバーとして出

席し、業務の適正且つ秩序ある執行の観点から積極的に発言しております。

 （c）コンプライアンス徹底のための取組み

　当社では、コンプライアンスについての意識を高め、法令及び社内規則等に対する違反のリスクを予防するため、

「行動規範」を制定しております。コンプライアンス担当役員には社長が任命され、「行動規範」の実施・遵守に責

任を負う体制を構築しております。また、コンプライアンスについての相談窓口として、社内に社長及び常勤監査役

へのホットラインを設置するとともに、外部の弁護士へのホットラインも設置し、リスクを未然に防止するための体

制を構築しております。

 （d）内部統制システムの整備の状況

　当社では、取締役会による業務執行状況の監督、監査役及び内部監査室による監査を通じ、業務の適正性及び妥当

性について監督・監査を行い、効果的な内部統制の確立に努めております。特に、当社は、ベリサイン・インクの重

要な子会社として、米国企業改革法（サーベンス・オクスリー法）の適用を間接的に受けることもあり、同法に基づ

く内部統制の整備を進めており、また財務情報の適正性を担保するための質問表への回答をベリサイン・インクより

定期的に求められていることから、四半期毎にこれを提出しております。

 （e）リスク管理体制の整備の状況

　当社では、会社施設への不正侵入、ネットワークへの攻撃、情報システムの障害等が発生した場合のマニュアルを

制定し、万が一、これら不測事態が発生した場合にその影響を最小限に留め、当社サービスを可及的速やかに再開す

るための手順と体制を規定しております。また、個人情報が流出した場合を想定したマニュアルを策定し、被害の拡

大を防止するために、万が一の場合の社内調査のプロセス、社内体制、顧客等関係者への報告のあり方等について定

めております。
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 （f） セキュリティ委員会の設置

　当社は高度のセキュリティを必要とする認証局を運営していることから、社長を最高責任者とするセキュリティ委

員会を設置しています。セキュリティ委員会は、当社のセキュリティに関する諸規程の制定、監査指摘事項への対応

等について協議し、当社のセキュリティレベルの維持・向上のために重要な役割を果たしております。

 当社の業務執行・経営の監視等の仕組みの模式図は次のとおりです。

株 主 総 会 

 取締役会         社外取締役 3名 

                        社内取締役 4名 

                        合 計     7名 

執行役員会 

 社 長 

  副社長 

  取締役/執行役員 

---------------------- 

オブザーバー 常勤監査役 

               内部監査室長 

事業部門・スタッフ部門 
内部監査室 

専任室長1名 

選任・解任 

会
計
お
よ
び
業
務
監
査 

会
計
監
査 

経営の基本方針 

会 

計 

監 

査 

人 

監 

査 

役 

会  

監
査
役
５
名  

（
全
員
が
社
外
監
査
役
） 

選任・解任 選任・解任 

セキュリティ 

委員会 

相互連携 

相互連携 

内
部
監
査 

報告・相互連携 

② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況及び相互連携

（a）内部監査

　当社は、業務執行部門とは独立した社長直属の内部監査室を設置し、１名の人員にて、常勤監査役と密接に連絡を

取りながら、コンプライアンスの徹底と業務効率化へ向けた提案を行うことを目的として内部監査計画に基づき監査

を行うと共に、監査役会に出席し、月次で内部監査報告を行っております。

（b）監査役監査

　監査役監査につきましては、監査役会で監査方針、監査計画、監査業務の分担及び監査の方法を決定し、社内規程

及び法令の遵守状況並びに業務の妥当性等について監査を実施すると共に、取締役会・執行役員会等の重要な会議に

は常勤監査役が中心となり出席し、業務の執行を監視しております。また、会計監査人とは、定期的に会合を持ち、

監査計画、監査方法、監査の結果等について報告を受けております。

（c）会計監査

　会計監査については、あずさ監査法人と監査契約を締結しております。

 ＜会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要＞

　社外取締役のジュディ・リン氏は当社親会社のベリサイン・インクのセキュリティサービス担当エグゼクティブ・

バイス・プレジデント兼ジェネラルマネージャーに就任しており、社外監査役のデイナ・エヴァン氏は、同社のエグ

ゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサーに就任しております。社外取締役の笠

原久嗣氏の所属するエヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社及び社外監査役西尾秀一氏の所属する株式会社

エヌ・ティ・ティ・データと当社との間には、営業取引関係及び資本関係があります。

(8) その他、会社の経営上の重要な課題

該当事項はありません。
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６．リスク情報

  当社グループの業績は今後起こりうる要因により影響を受ける可能性があります。このため、以下において、当社グルー

プの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、当社グループとして

必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する方針

ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載を慎重に検討の上、行われる必要がある

と考えられます。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、平成18年５月９日において当社グループが判断したものであります。

(1) 信頼性の維持について　

　電子認証関連サービスは、サービス提供主体に対する高度の信頼の維持が不可欠となっております。万が一、サーバＩ

Ｄの誤発行、個人・顧客情報の流出、コンピュータ・ウィルス、ハッカー、不正侵入等への対応の不徹底などにより、ま

たは、実際には発生しなくてもそのような誤解を受けるような事態が生じた場合など、何らかの理由により当社に対する

信頼が損なわれた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 公開鍵方式による暗号化技術の有効性について　

　当社が提供する電子認証関連サービスは、ＰＫＩに依存していますが、万が一、ＰＫＩが前提としている理論が否定さ

れた場合には、当社が提供する電子認証業務自体に大きな影響を与える可能性があります。また、ＰＫＩに基づく公開鍵

暗号技術よりも利便性の高い暗号手法や堅固な暗号技術の発見、公開鍵暗号方式を侵害できる技術の開発、公開鍵暗号方

式を必要としない、より高性能のコンピュータ・システムの構築等によって、公開鍵暗号方式が不要または陳腐化する可

能性があり、その場合、当社の事業活動そのものに大きな悪影響を与える可能性があります。

(3) サービス・システムの欠陥の可能性について　

　当社の提供する電子認証関連サービス及びシステムに関しては、検査を繰り返し欠陥を未然に発見する努力をしており

ますが、それらに欠陥がないということは完全には保証できず、後に欠陥が発見された場合、当社の業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。また、欠陥に基づいて損害が生じた場合の補償の範囲については、各契約やＣＰＳ（認証業務運用

規程）等により一定の制限を設けておりますが、そのような制限の有効性が裁判上絶対に認められるという保証は必ずし

も存在せず、また、かかる補償請求が頻発すれば、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 知的財産権等について　

  当社が事業を展開する上で技術、ノウハウ、知的財産等は重要な意味を有するため、これらに対する侵害予防と保全に

関しては細心の注意を払っておりますが、それでもなお侵害、悪用される可能性があります。一方、当社が所有しまたは

利用する知的財産権に関して、第三者から訴訟その他の法的手続を提起され、その結果、損害賠償義務を負い、またはそ

の利用が差し止められる可能性があります。これらの場合、当社の事業活動に影響を及ぼすことも考えられ、当社の業績

に悪影響がおよぶ可能性があります。

(5) 技術革新への対応について

　インターネット及び電子認証技術を含む情報セキュリティ技術の変革の速度と程度は著しく、新たな通信方式、暗号化・

認証技術等が次々に研究、開発されています。こういった状況下では、当社及び当社親会社であるベリサイン・インクの

新技術への対応が少し遅れただけであっても、当社の提供するサービスが陳腐化し、その結果、競合他社に対する競争力

が低下する可能性があります。仮にそのような事態が生じた場合、当社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

(6) システム及び安全性について

　当社の提供する電子認証関連サービスは、データ・センター、通信システム及びインターネット等の中断や安全性に対

する侵害がないことを前提としているため、これらのシステムが常時正常に機能しなければ、当社の業務に支障をきたす

可能性があります。上記のデータ・センターや通信システム、インターネット等が正常に機能しなくなり、その結果、サー

ビス提供の中断が生じた場合は、当社の事業及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。当社は、これらのシステムの定

期的な点検や監査を行っておりますが、点検・監査により問題が発見された場合は、それに対応するための支出が発生し、

業績に影響を及ぼす可能性があります。他方、当該点検や監査に手落ちがあれば、システム上の問題点が看過される可能

性があり、この場合、当社は重大な責任を負う可能性があります。
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(7) 親会社であるベリサイン・インクへの高い依存について

　当社グループの製品及びサービスは、 ＰＫＩに依拠した電子認証技術をはじめ、親会社であるベリサイン・インクが開

発・所有する技術、ノウハウ等に高く依存しています（ベリサイン・インクが開発し、かつ、権利を有する製品及びサー

ビスの売上は、平成18年12月期第１四半期会計期間の売上高の87.5%を占めております）。このため、当社の将来にわたる

事業の成長、利益率、市場競争力、市場占有率等は、ベリサイン・インクの技術力、技術開発力、市場競争力等の動向に

より、大きな影響を受ける可能性があります。当社としましては、ベリサイン・インクのグループ企業としてのメリット

を享受しながら、日本に根付いた事業展開を図っていく方針です。従いまして、当社とベリサイン・インクとの関係は、

今後とも友好的に推移するものと当社は想定しておりますが、上記の要因に加えて、今後のベリサイン・インクの合併・

買収戦略を含む経営戦略・海外事業戦略の内容如何によっては、当社の事業展開が重大な影響を受ける可能性があります。

(8) 親会社であるベリサイン・インクとの当社株式に関する同意について

　当社グループとベリサイン・インクは、2002年４月１日付けライセンス基本契約を2003年７月15日付けで一部修正する

際、「ベリサイン・インクが保有している当社株式の議決権保有割合が50％未満になるおそれがあるとベリサイン・イン

クが合理的に判断した場合は、当社株式の議決権割合の過半数の維持のため、当社が新株を発行しベリサイン・インクに

割り当てることを、ベリサイン・インクが当社に随時請求する権利を有すること」を合意しています。ただし、この権利

は、法令、及び東京証券取引所、日本証券業協会または他の上場関係機関のその時点における規則に基づく制限に服する

ものとし、かつ、当社の取締役及び株主総会によって承認されるべき条件が法律によって定められている場合は、当該条

件に服するものとされています。

(9) 企業買収、戦略的提携について

　当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事業戦略の一

環として企業買収や資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。企業買収や戦略的提携に際しては十分な検討を

行いますが、買収・提携後の組織・制度・営業・運用面での統合作業の遅れ、主要な人員の流出、想定されていた相乗効

果を期待できないこと等の理由により、事業計画が当初計画通りに進捗しない場合には、当社の業績に悪影響を与える可

能性があります。

(10) 連結調整勘定の償却について

　当社グループは、前記「(9) 企業買収、戦略的提携について」に記載のとおり、事業戦略の一環として資本・業務提携

を行っております。資本提携によって連結子会社化した会社の株式取得に伴い、当社グループの連結貸借対照表に連結調

整勘定が計上されることになり、当連結四半期会計期間末においては連結調整勘定5,464百万円を連結貸借対照表に計上し

ております。この連結調整勘定につきましては、当該会社の事業内容等の諸事情を勘案して、20年の均等償却を行うこと

としております。当社グループは、適用した償却期間にわたって連結調整勘定の効果が発現すると考えておりますが、関

連会社の業績悪化など、その効果が取得時の見積りに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる状況が発生した場合、

連結調整勘定残高について相当の減額を行う必要が生じることがあり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を

及ぼす可能性があります。

(11) 法令による規制について

　現在、当社の主要事業である電子認証関連事業について直接的な規制を行う日本国内の法的規制はありません（平成13

年４月１日に施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」も、当社事業に関し何等の制約を加えるものではありま

せん）。しかし、今後当社事業を規制する法律等が制定される可能性がないとはいえず、仮にこれらの法律等が制定され

た場合、これに対応するために費用が発生する等、当社業績に影響を与える可能性があります。また、現在、殆どの当社

の製品及びサービスについては、ベリサイン・インクからのライセンスに基づき提供されていますが、これらは米国等関

連する国の暗号関連製品・サービスに関する輸出規制に準拠して当社に提供されています。今後、米国等の輸出管理規制

が強化され日本への輸出が規制された場合、当社グループの事業内容が制限され、あるいは電子認証市場そのものの成長

が阻害され、結果的に当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(12) ストック・オプションの行使による株式の希薄化について

　当社グループは、取締役、監査役、従業員に対しストック・オプションを付与しております。平成18年３月31日現在、

同ストック・オプションの未行使残数は7,800株であり、発行済株式総数451,715株の1.73％に相当しており、今後権利行

使により発行された株式が売却された場合には、株価に影響を与える可能性があります。
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７．四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,519,116   3,699,803  

２．売掛金   658,900   672,939  

３．貯蔵品   17,690   11,175  

４．繰延税金資産   1,157,732   1,159,291  

５．その他   444,809   400,826  

６．貸倒引当金   △3,421   △3,421  

流動資産合計   5,794,827 39.4  5,940,614 39.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物   258,396   263,580  

(2）工具器具及び備品   565,560   580,647  

(3）建設仮勘定   79,820   20,271  

有形固定資産合計   903,777 6.1  864,499 5.8

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   5,464,628   5,534,688  

(2）その他   645,847   639,615  

無形固定資産合計   6,110,475 41.6  6,174,303 41.4

３．投資その他の資産        

(1）長期前払費用   1,524,302   1,584,276  

(2）その他   367,806   347,691  

投資その他の資産合計   1,892,109 12.9  1,931,968 13.0

固定資産合計   8,906,362 60.6  8,970,771 60.2

資産合計   14,701,190 100.0  14,911,385 100.0

       

－ 10 －



当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   166,629   152,555  

２．未払金   355,092   394,163  

３．未払法人税等   192,144   588,367  

４．前受金   2,532,552   2,543,978  

５．賞与引当金   25,320   50,534  

６．その他   244,174   216,875  

流動負債合計   3,515,914 23.9  3,946,475 26.5

負債合計   3,515,914 23.9  3,946,475 26.5

       

（少数株主持分）        

少数株主持分   3,764 0.0  3,562 0.0

       

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   3,999,903 27.2  3,990,961 26.8

Ⅱ　資本剰余金   4,907,501 33.4  4,898,559 32.8

Ⅲ　利益剰余金   2,274,106 15.5  2,071,826 13.9

資本合計   11,181,511 76.1  10,961,347 73.5

負債、少数株主持分及び資
本合計

  14,701,190 100.0  14,911,385 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,902,580 100.0  6,859,705 100.0

Ⅱ　売上原価   679,926 35.7  2,332,979 34.0

売上総利益   1,222,653 64.3  4,526,726 66.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  836,595 44.0  2,814,512 41.0

営業利益   386,058 20.3  1,712,213 25.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  56   779   

２．為替差益  76   220   

３．受取補助金  316   －   

４．セキュアシール変更 
補助金

 －   11,159   

４．受取補償金  －   10,500   

５．雑収入  77 526 0.0 4,229 26,888 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．新株発行費  566   5,641   

２．創立費  639   －   

３．雑損失  － 1,205 0.0 49 5,691 0.1

経常利益   385,379 20.3  1,733,410 25.3

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 5   －   

２．前期損益修正益 ※３ － 5 0.0 1,959 1,959 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 1,338   712   

２．前期損益修正損 ※５ － 1,338 0.1 10,423 11,135 0.2

       

税金等調整前第１四半期
（当期）純利益

  384,047 20.2  1,724,233 25.1

法人税、住民税及び事業
税

 179,724   761,516   

法人税等調整額  1,841 181,565 9.6 △98,478 663,038 9.6

少数株主利益   202 0.0  191 0.0

第１四半期（当期）純利
益

  202,279 10.6  1,061,004 15.5
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  (3）四半期連結剰余金計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,898,559  4,850,252

Ⅱ　資本剰余金増加高      

    新株予約権行使  8,941 8,941 48,306 48,306

Ⅲ　資本剰余金四半期（期末）
残高

  4,907,501  4,898,559

     

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,071,826  1,010,822

Ⅱ　利益剰余金増加高      

    第１四半期（当期）純利
益

 202,279 202,279 1,061,004 1,061,004

Ⅲ　利益剰余金四半期（期末）
残高

  2,274,106  2,071,826
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第１四半期（当期）純
利益

 384,047 1,724,233

減価償却費  83,019 290,437

連結調整勘定償却額  70,059 70,059

営業権償却  8,038 32,152

商標権償却  139 139

創立費  639 －

賞与引当金の増減額（△減少額）  △25,214 4,343

貸倒引当金の増加額  － 1,634

新株発行費  566 5,641

受取利息  △56 △779

為替差益  △19 △314

固定資産除却損  1,338 712

売上債権の増減額（△増加額）  14,039 △297,070

貯蔵品の増減額（△増加額）  △6,515 3,923

前払費用の増加額  △41,598 △9,760

長期前払費用の減少額  59,973 239,631

その他資産の増減額（△増加額）  △3,008 40,042

買掛金の増加額  14,073 152,555

未払金の減少額  △67,031 △28,132

未払費用の増減額（△減少額）  21,237 △33,416

未払消費税等の増減額（△減少額）  △3,496 29,038

未払法人税等の減少額  △100 －

前受金の増減額（△減少額）  △11,426 140,554

その他負債の増加額  15,999 15,847

小計  514,701 2,381,474

利息及び配当金の受取額  57 851

法人税等の支払額  △582,303 △304,051

営業活動によるキャッシュ・フロー  △67,544 2,078,273
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △35,174 △140,481

無形固定資産の取得による支出  △74,909 △239,243

投資有価証券の取得による支出  － △49,000

連結子会社の取得による支出  － △5,638,276

敷金保証金の差入れによる支出  △20,397 －

敷金保証金の払戻による収入  － 58

投資活動によるキャッシュ・フロー  △130,480 △6,066,944

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  17,318 90,973

財務活動によるキャッシュ・フロー  17,318 90,973

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  19 314

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △180,686 △3,897,382

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,699,803 7,597,186

Ⅶ　現金及び現金同等物第１四半期（期末）
残高

※１ 3,519,116 3,699,803

   

－ 15 －



四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　　　　 ２社

 連結子会社の名称　サイトロック株式

会社、株式会社ソートジャパン

 　株式会社ソートジャパンについては、

当第１四半期連結会計期間において設

立したことに伴い、連結子会社とした

ため、当第１四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。

 連結子会社の数　　　１社

 連結子会社の名称　サイトロック株式

会社

　サイトロック株式会社については、

当連結会計年度において株式を取得し、

連結子会社としたため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。  同　左

３．連結子会社の四半期決算日等

に関する事項

　連結子会社サイトロック株式会社の第

１四半期決算日は８月31日であります。

第１四半期連結財務諸表の作成にあたっ

ては第１四半期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく第１四半期財務諸表を

用いております。

　連結子会社サイトロック株式会社の決

算日は５月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を用い

ております。

４．会計処理基準に関する事項   

（1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

 ①　有価証券

 その他有価証券

　 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用し

ております。

 ②　たな卸資産

 貯蔵品

移動平均法による原価法を採用して

おります。

 ①　有価証券

 その他有価証券

　 時価のないもの

 同　左

 

 ②　たな卸資産

  貯蔵品

同　左

（2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 ①　有形固定資産

  定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建　　　　　　物 ３～22年

工具器具及び備品 ２～20年

 ②　無形固定資産

 　営業権

　　 定額法（５年）

 　商標権

 　　定額法（10年）

 　自社利用ソフトウェア

 　　社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法

 ①　有形固定資産

  定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建　　　　　　物 ３～22年

工具器具及び備品 ３～20年

 ②　無形固定資産

 　営業権

 同　左

 　商標権

 同　左

 　自社利用ソフトウェア

同　左

（3）重要な繰延資産の処理方法  ①　新株発行費

    支出時に全額費用として処理してお

ります。

 ②　創立費

    支出時に全額費用として処理してお

ります。

   新株発行費

    同　左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(4）重要な引当金の計上基準  ①　貸倒引当金

  　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権につきましては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

きましては、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 ②　賞与引当金

  　従業員の賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額の当第１四半期連結会

計期間負担額を計上しています。

 ①　貸倒引当金

  　同　左

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

  　従業員の賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。

(5）重要なリース取引の処理方法   　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

  　同　左

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

  消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  消費税等の会計処理

　同　左

５．収益の計上基準 　電子認証業務については、その契約期

間に基づき、経過期間に対応する収益を

計上しております。

　同　左

６．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

  　連結子会社の資産および負債の評価

については、全面時価評価法を採用し

ております。

　同　左

７．連結調整勘定の償却に関する

事項

　連結調整勘定の償却については、20年

間で均等償却を行っております。

　同　左

８．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

　同　左

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

  固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

──────
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追加情報

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────  　（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計

算書上の表示について）

　法人事業税の「外形標準課税制度」の導入に伴い、法

人事業税における付加価値割及び資本割部分については、

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）に基づき、当

連結会計年度より、販売費及び一般管理費（36,940千円）

として処理しております。

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 661,105千円  627,989千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日

至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用および金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用および金額

は次のとおりであります。

役員報酬 40,529千円

給与手当 248,532

賞与引当金繰入額 25,320

支払報酬 54,715

賃借料 56,787

広告宣伝費 61,441

減価償却費 39,731

貸倒引当金繰入額 －

ライセンス料 60,000

連結調整勘定償却額 70,059

 

役員報酬 120,869千円

給与手当 1,008,279

賞与引当金繰入額 50,534

支払報酬 170,539

賃借料 187,894

広告宣伝費 199,171

減価償却費 157,703

貸倒引当金繰入額 1,634

ライセンス料 240,000

連結調整勘定償却額 70,059

 

 ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

工具器具及び備品 5千円

計 5

 ※２．

────── 

 ※３．

────── 

 ※３．前期損益修正益

過年度において営業外収益の「仮受金精算益」が過

小計上されていたことに基づくものであります。 

 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 1,338千円

計 1,338

建物 431千円

工具器具及び備品 281

計 712

 ※５．

 ──────

 ※５．前期損益修正損

過年度において営業外収益の「仮受金精算益」の一部

が二重計上されていたことに基づくものであります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第１四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金 3,519,116千円

現金及び現金同等物 3,519,116千円

現金及び預金 3,699,803千円

現金及び現金同等物 3,699,803千円

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

 リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、契約１件

当たりの金額が少額であるため、記載を省略しておりま

す。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具及び
備品

－ － －

合計 － － －

 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 －千円

１年超 －

合計 －

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,893千円

減価償却費相当額 2,681

支払利息相当額 45

 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。
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（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

四半期連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券   

   非上場株式 49,000 49,000

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりま

せんので、該当事項はありません。

同　左 
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事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

 

セキュリティ・
サービス事業

（千円）

ITサービス・
マネジメント
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売

上高
1,696,488 206,091 1,902,580 － 1,902,580

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,096 36,768 37,864 (37,864) －

計 1,697,584 242,860 1,940,445 (37,864) 1,902,580

 営業費用 1,285,106 199,220 1,484,327 32,194 1,516,522

 営業利益 412,477 43,640 456,117 (70,059) 386,058

　（注）１．事業区分の方法

 サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主な事業内容（サービス）

事業区分 主な事業内容（サービス）

セキュリティ・サービス事業

主にマス・マーケット部門、エンタープライズ部門、その他部門

から構成されています。マス・マーケット部門では、インターネッ

ト上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバとブラウザ間の

暗号化通信を実現するためのサーバIDの発行、ならびにドメイン

ネームの登録および管理サービスを提供しております。エンター

プライズ部門は、電子証明書の発行および管理業務を当社が代行

するマネージドPKIサービス（電子認証局業務のアウトソーシング

サービス）等を提供しております。その他部門はセキュリティ関

連トレーニング、セミナーを提供しています。

ITサービス・マネジメント事業

当社の連結子会社であるサイトロック株式会社が提供しています。

24時間365日のリモートオペレーションセンターをベースにネット

ワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等のアウトソー

シングサービスを提供しています。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結調整勘定償却額（70,059千円）であ

ります。
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前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 

セキュリティ・
サービス事業

（千円）

ITサービス・
マネジメント
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売

上高
6,621,382 238,322 6,859,705 － 6,859,705

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,060 545 1,605 (1,605) －

計 6,622,443 238,867 6,861,311 (1,605) 6,859,705

 営業費用 4,887,851 191,186 5,079,038 68,453 5,147,491

 営業利益 1,734,591 47,680 1,782,272 (70,059) 1,712,213

　（注）１．事業区分の方法

 サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主な事業内容（サービス）

事業区分 主な事業内容（サービス）

セキュリティ・サービス事業

主にマス・マーケット部門、エンタープライズ部門、その他部門か

ら構成されています。マス・マーケット部門では、インターネット

上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバとブラウザ間の暗号

化通信を実現するためのサーバIDの発行、ならびにドメインネーム

の登録および管理サービスを提供しております。エンタープライズ

部門は、電子証明書の発行および管理業務を当社が代行するマネー

ジドPKIサービス（電子認証局業務のアウトソーシングサービス）

等を提供しております。その他部門はセキュリティ関連トレーニン

グ、セミナーを提供しています。

ITサービス・マネジメント事業

当社の連結子会社であるサイトロック株式会社が提供しています。

24時間365日のリモートオペレーションセンターをベースにネット

ワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等のアウトソー

シングサービスを提供しています。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結調整勘定償却額（70,059千円）であ

ります。

 

所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

　前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

海外売上高

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 24,753円47銭

１株当たり第１四半期純利益 448円19銭

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
444円28銭

１株当たり純資産額 24,302円60銭

１株当たり当期純利益 2,362円62銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
   2,329円74銭

　（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間
(自　平成18年1月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益

第１四半期（当期）純利益（千円） 202,279 1,061,004

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円）
202,279 1,061,004

期中平均株式数（株） 451,321 449,080

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 3,974 6,337

（うち新株引受権及び新株予約権） (3,974) (6,337) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成16年７月21日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 113株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成16年10月19日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 84株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成17年１月27日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 104株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成17年２月25日開催

取締役会決議による新株予約権

普通株式　180株

平成17年３月25日定時株主総会決

議及び平成17年９月16日開催取締

役会決議による新株予約権

普通株式  27株

平成17年３月25日定時株主総会決

議及び平成18年１月26日開催取締

役会決議による新株予約権

普通株式  136株

合計　　　 

普通株式　644株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成16年７月21日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 84株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成16年10月19日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 56株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成17年１月27日開催

取締役会決議による新株予約権 

普通株式　 68株

平成16年３月26日開催定時株主総

会決議及び平成17年２月25日開催

取締役会決議による新株予約権

普通株式　109株

平成17年３月25日定時株主総会決

議及び平成17年９月16日開催取締

役会決議による新株予約権

普通株式  105株

合計　　　 

普通株式　422株
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────

 

 

 

 

 

 

 

１．新株予約権の発行

　当社は、平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会

及び平成18年１月26日開催の取締役会決議に基づき、次

のようにストックオプションを目的とする新株予約権を

発行いたしました。

新株予約権の発行日 平成18年２月３日

新株予約権の数（個） 857

新株予約権の目的となる株

式の種類
普通株式

新株予約権の目的となる株

式の数（株）
857

新株予約権行使時の１株当

たり払込金額（円）
400,492（注）

新株予約権を行使すること

ができる期間

平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで

(注）新株予約権の行使時の１株当りの払込金額は、新株予約権を
発行する日の属する月の前月の各日の東京証券取引所にお
ける当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じ
た金額を適用して決定したものです。

 ２．子会社の設立

　平成17年12月16日開催の取締役会において、当社100%

出資による子会社を設立することを決議しました。概要

は次のとおりであります。

新会社の名称
株式会社ソートジャパン 

（英文名称　thawte Japan, Inc.）

代表者  浦澤　将

所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16

資本金 50,000千円

出資者および

出資比率
当社100%

決算期 12月末

設立年月日 平成18年２月２日

事業内容 SSLサーバ証明書の販売
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────

 

 

 

 

 

 

 

 ３．ストックオプションの付与

　当社は、平成18年３月24日開催の第10回定時株主総会

において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき、当社または当社子会社の取締役、監査役および従

業員に対し、ストックオプションを目的とする新株予約

権を発行することを決議いたしました。

新株予約権の発行日
第10回定時株主総会決議に基
づく取締役会決議
年月日は未定

新株予約権の数（個）  800個を上限とする。

新株予約権の目的とな
る株式の種類

普通株式

新株予約権の目的とな
る株式の数（株）

 800株を上限とする。

新株予約権行使時の
１株当たり払込金額
（円）

新株予約権を発行する日の属
する月の前月の各日の東京証
券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値の平均値
に1.05を乗じた金額とする。
ただし、その金額が新株予約
権を発行する日の前日の東京
証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値を下回
る場合は、当該終値を行使価
格とする。

新株予約権を行使する
ことができる期間

新株予約権の発行日から７年を
経過する日までの範囲内で、取
締役会において決議する。

（その他）

当第１四半期連結財務諸表、すなわち、第１四半期連結財貸借対照表及び第１四半期連結財損益計算書は、株式会社東

京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適正開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半

期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続を実施しております。
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８．生産、受注及び販売の状況

(1)　生産実績

　当社グループの生産業務の内容は、電子証明書発行サービス及びコンサルティングサービス等のサービス業務である

ことから、生産実績は販売実績と同一の内容となるため、生産実績の記載を省略しております。

(2)　受注実績

受注高

 （単位：百万円）

区　分

 

前第１四半期会計期間
（自 平成17年１月１日
至 平成17年３月31日)

当第１四半期会計期間
（自 平成18年１月１日
至 平成18年３月31日)

前連結会計年度
（自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 セキュリティ・サービス事業 1,616 2,045 6,991

  マス・マーケット部門 1,166 1,393 4,422

  エンタープライズ部門 434 631 2,277

  その他部門 15 19 291

 ITサービス・マネジメント事業 － 180 206

 合計 1,616 2,225 7,198

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。期間比較のため、当社の前第１四半期会計期間の実績を記載しております。

受注残高

 （単位：百万円）

区　分
前第１四半期会計期間末
(平成17年３月31日現在)

当第１四半期会計期間末
(平成18年３月31日現在)

前連結会計年度末
(平成17年12月31日現在)

 セキュリティ・サービス事業 3,230 3,826 3,477

  マス・マーケット部門 2,182 2,599 2,318

  エンタープライズ部門 1,040 1,217 1,150

  その他部門 6 8 8

 ITサービス・マネジメント事業 － 77 102

 合計 3,230 3,903 3,580

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。期間比較のため、当社の前第１四半期会計期間の実績を記載しております。

(3)　販売実績

区　分

 

前第１四半期会計期間
（自 平成17年１月１日
　至 平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自 平成18年１月１日
　至 平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自 平成17年１月１日
　至 平成17年12月31日）

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)

 セキュリティ・サービス事業 1,493 100.0 1,696 89.2 6,621 96.5

  マス・マーケット部門 937 62.8 1,112 58.5 4,057 59.1

  エンタープライズ部門 544 36.4 564 29.7 2,277 33.2

  その他部門 12 0.8 19 1.0 286 4.2

 ITサービス・マネジメント事業 － － 206 10.8 238 3.5

  合計 1,493 100.0 1,902 100.0 6,859 100.0

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。

３．前連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。期間比較のため、当社の前第１四半期会計期間の実績を記載しております。
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 平成18年12月期　第１四半期財務・業績の概況(個別)

 平成18年５月９日

上場会社名　日本ベリサイン株式会社 （コード番号：３７２２　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　https://www.verisign.co.jp/　）  

代 表 者　　代表取締役社長兼最高経営責任者　　橋本　晃秀 　

問合せ先　　財務・経理本部長　                山内　雅夫  ＴＥＬ：（03）3271-7011

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準　

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則
の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための
手続きを受けております。

 

２．平成18年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績の進捗状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　(百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期第１四半期 1,697 13.6 414 7.3 414 6.9 243 △9.3

17年12月期第１四半期 1,493 9.2 385 2.5 387 7.2 268 30.3

  （参考）
   17年12月期

6,622  1,734  1,756  1,101  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年12月期第１四半期 539 10 534 39

17年12月期第１四半期 600 58 587 95

  （参考）
   17年12月期

2,452 56 2,418 43

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　(百万円未満切捨)

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期第１四半期 14,623 11,262 77.0 24,933 71

17年12月期第１四半期 13,067 10,118 77.4 22,551 91

（参考）17年12月期 14,759 11,001 74.5 24,392 15

(3）キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　(百万円未満切捨)

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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期第１四半期 － － － －

17年12月期第１四半期 269 △131 43 7,779

（参考）17年12月期 － － － －

（注）17年12月期より連結財務諸表を作成しているため、18年12月期第１四半期及び17年12月期のキャッシュ・フローの

状況は、「平成18年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）」の項に記載しております。
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３．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(百万円未満切捨)

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 3,750 930 568 0 00 　― 　―

通　期 8,100 2,030 1,240 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,749円23銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する
事項は「平成18年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）」を参照して下さい。 
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４．四半期財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度の貸借対照表
（平成17年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 7,779,410  3,016,552  3,227,646  

２．売掛金 367,761  555,301  557,814  

３．貯蔵品 14,299  17,690  11,175  

４．前払費用  390,073  388,754  351,813  

５．繰延税金資産 1,014,163  1,121,351  1,112,689  

６．その他 53,304  48,835  33,253  

７．貸倒引当金 △2,077  △3,421  △3,421  

流動資産合計  9,616,934 73.6  5,145,063 35.2  5,290,970 35.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 245,315  249,402  254,198  

(2）工具器具及び備品 466,339  539,156  554,411  

(3) 建設仮勘定 120,238  53,379  20,271  

有形固定資産合計 831,893   841,938   828,881  5.6

２．無形固定資産 606,523   637,568   630,709  4.3

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式  －  6,178,203  6,128,203  

(2）長期前払費用  1,765,677  1,524,302  1,584,276  

(3）差入保証金 243,158  243,100  243,100  

(4）その他 2,999  53,307  53,589  

投資その他の資産合
計

2,011,834  7,998,913  8,009,169  54.3

固定資産合計  3,450,251 26.4  9,478,420 64.8  9,468,760 64.2

資産合計  13,067,186 100.0  14,623,483 100.0  14,759,730 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度の貸借対照表
（平成17年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  －  145,851  152,555  

２．未払金  203,132  355,574  378,048  

３．未払法人税等 142,451  187,816  582,292  

４．前受金 2,365,832  2,455,891  2,436,781  

５．賞与引当金  20,503  25,320  50,534  

６．その他 ※２ 217,083  190,100  157,778  

流動負債合計  2,949,003 22.5  3,360,554 23.0  3,757,992 25.5

負債合計  2,949,003 22.5  3,360,554 23.0  3,757,992 25.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金   3,965,783 30.4  3,999,903 27.4  3,990,961 27.0

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 4,873,382 4,905,501 4,898,559

資本剰余金合計  4,873,382 37.3  4,905,501 33.5  4,898,559 33.2

Ⅲ　利益剰余金

１．第１四半期（当期）未
処分利益

1,279,016 2,355,524 2,112,217

利益剰余金合計  1,279,016 9.8  2,355,524 16.1  2,112,217 14.3

資本合計  10,118,182 77.4  11,262,929 77.0  11,001,738 74.5

負債・資本合計  13,067,186 100.0  14,623,483 100.0  14,759,730 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度の損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,493,871 100.0 1,697,584 100.0 6,622,443 100.0

Ⅱ　売上原価 499,906 33.5 553,842 32.6 2,233,081 33.7

売上総利益 993,964 66.5 1,143,741 67.4 4,389,361 66.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  608,088 40.7 729,543 43.0 2,654,770 40.1

営業利益 385,875 25.8 414,198 24.4 1,734,591 26.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 4,432 0.3 524 0.0 26,888 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 2,813 0.2 566 0.0 4,680 0.1

経常利益 387,493 25.9 414,156 24.4 1,756,799 26.5

Ⅵ　特別利益   － －  － －  1,959 0.0

Ⅶ　特別損失   － －  78 0.0  11,135 0.1

税引前第１四半期
（当期）純利益

387,493 25.9 414,078 24.4 1,747,623 26.4

法人税、住民税及び
事業税

133,899 179,151 760,944

法人税等調整額 △14,600 119,299 8.0 △8,380 170,771 10.1 △114,716 646,228 9.8

第１四半期（当期）
純利益

268,194 17.9 243,306 14.3 1,101,394 16.6

前期繰越利益 1,010,822 2,112,217 1,010,822

第１四半期（当期）
未処分利益

1,279,016 2,355,524 2,112,217
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

　前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、「７．四半期連結財務諸表等」に四半期連結キャッシュ・フロー
計算書を記載しております。

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前第１四半期純利益 387,493

減価償却費 65,891

営業権償却 8,038

賞与引当金の減少額 △25,686

貸倒引当金の増加額 290

新株発行費 2,813

受取利息 △348

為替差益 △401

固定資産除却損 －

売上債権の増加額 △76,477

貯蔵品の減少額 799

前払費用の増加額 △47,231

長期前払費用減少額 58,231

その他資産の減少額 21,200

未払金の減少額 △189,035

未払費用の増加額 44,022

未払消費税等の減少額 9,274

前受金の増加額 103,362

その他負債の減少額 △2,518

小計 359,716

利息及び配当金の受取額 414

法人税等の支払額 △90,255

法人税等の還付額 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,876

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △21,194

無形固定資産の取得による支出 △110,305

敷金保証金の差入れによる支出 －

敷金保証金の払戻しによる収入 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,499
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 43,446

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,446

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 401

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 182,224

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,597,186

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末残高  ※１ 7,779,410
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．たな卸資産の評価基準及
び評価方法

貯蔵品

　移動平均法による原価法を採用し
ています。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方
法

(1）有形固定資産

定額法によっております。なお、
主な耐用年数は以下の通りであ
ります。

建　　　　　　物 ５～15年

工具器具及び備品 ４～20年

(1）有形固定資産

定額法によっております。なお、
主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

建　　　　　　物 ５～18年

工具器具及び備品 ２～20年

(1）有形固定資産

定額法によっております。なお、
主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

建　　　　　　物 ５～18年

工具器具及び備品 ４～20年

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）につ
いては、社内における見込利用
可能期間（５年）による定額法
を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）営業権

５年間で均等償却しています。

(3）営業権

同左

(3）営業権

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え
るため、一般債権につきまして
は貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権につきまして
は、個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しており
ます。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てる
ため、賞与支給見込額の当第１
四半期負担額を計上しておりま
す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てる
ため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

５．収益の計上基準 　電子認証証明業務については、そ
の契約期間に基づき、経過期間に対
応する収益を計上しております。

同左 同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。

同左 同左

７．四半期キャッシュ・フ
ロー計算書（キャッ
シュ・フロー計算書）に
おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ、
価値の変動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３ヶ月以内に
償還期限の到来する短期投資から
なっております。

────── ──────

８．その他四半期財務諸表
（財務諸表）作成のため
の基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────   固定資産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。

 ──────

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

──────  前第１四半期まで未払金と未払費用に含めていた買掛金は、当第１

四半期より区分掲記することとしました。

　なお、前第１四半期の買掛金は、未払金に559千円、未払費用に

26,994千円含まれております。

追加情報

前第１四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

────── ────── 　（法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示について）

　法人事業税の「外形標準課税制度」の導入

に伴い、法人事業税における付加価値割及び

資本割部分については実務対応報告第12号「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）に

基づき、当期より販売費及び一般管理費とし

て処理しております。なお、これにより、販

売費及び一般管理費が35,227千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同

額減少しております。  
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　441,314千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　    592,698千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　  552,390千円

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２．消費税等の取扱い

同左

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 348千円

内部統制強化補

助金
1,935

コーポレートブ
ランディング補
助金

1,581

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 54千円

為替差益 76

受取補助金 316

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 779千円

為替差益 220

受取補償金 10,500

内部統制強化補
助金

1,935

コーポレートブ
ランディング補
助金

1,581

セキュアシール
変更補助金

11,159

※２．営業外費用のうち主な項目

新株発行費 2,813千円

※２．営業外費用のうち主な項目

新株発行費 566千円

※２．営業外費用のうち主な項目

新株発行費 4,630千円

　３．減価償却実施額

有形固定資産 34,967千円

無形固定資産 38,961

　３．減価償却実施額

有形固定資産 41,094千円

無形固定資産 45,932

　３．減価償却実施額

有形固定資産 153,089千円

無形固定資産 165,586

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金 7,779,410千円

現金及び現金同

等物
7,779,410千円

（注）当第１四半期会計期間及び前事業年度に係る「四半期キャッシュ・フロ－計算書関係」に関する注記については、

連結財務諸表における注記事項として記載しております。
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

 リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、

契約１件当たりの金額が少額であるため、記

載を省略しております。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

工具器具

及び備品
14,300 12,512 1,787

合計 14,300 12,512 1,787

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具器具

及び備品
－ － －

合計 － － －

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,907千円

１年超 －

合計 1,907

１年内 －千円

１年超 －

合計 －

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 964千円

減価償却費相当額 893

支払利息相当額 23

支払リース料 2,893千円

減価償却費相当額 2,681

支払利息相当額 45

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

 

 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度
（平成16年12月31日現在）

　当社は、有価証券を保有しておりま

せんので、該当事項はありません。

　子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。

同　左

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く
行っておりませんので、該当事項はあ
りません。

────── ──────

 （注）当第１四半期会計期間及び前事業年度に係る「デリバティブ取引関係」に関する注記については、連結財務諸表に
おける注記事項として記載しております。

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　該当事項はありません。 ────── ──────
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 22,551円91銭

１株当たり第１四半期純利益 600円58銭

潜在株式調整後１株当たり第
１四半期純利益

587円95銭

１株当たり純資産額 24,933円71銭

１株当たり第１四半期純利益 539円10銭

潜在株式調整後１株当たり第
１四半期純利益

534円39銭

１株当たり純資産額 24,392円15銭

１株当たり当期純利益 2,452円56銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

 2,418円43銭

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

前第１四半期会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年３月31日)

当第１四半期会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年３月31日)

前事業年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額

第１四半期（当期）純利益（千円） 268,194 243,306 1,101,394

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円）
268,194 243,306 1,101,394

期中平均株式数（株） 446,556 451,321 449,080

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 9,595 3,974 6,337

（うち新株予約権） (9,595) (3,974) (6,337)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在株式

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年７月21日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　 42株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年10月19日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 12株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年１月27日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 14株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年２月25日
開催取締役会決議による新株予
約権
普通株式　16株

合計　　　 
普通株式　84株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年７月21日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　 113株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年10月19日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 84株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年１月27日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 104株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年２月25日
開催取締役会決議による新株予
約権
普通株式　180株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成17年９月16日開催
取締役会決議による新株予約権
普通株式  27株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成18年１月26日開催
取締役会決議による新株予約権
普通株式  136株

合計　　　 
普通株式　644株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年７月21日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　 84株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年10月19日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 56株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年１月27日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　 68株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年２月25日
開催取締役会決議による新株予
約権
普通株式　109株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成17年９月16日開催
取締役会決議による新株予約権
普通株式  105株

合計　　　 
普通株式　422株
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ──────

 

 

 

 

 

 

 

 ──────

 

 

 

 

 

 

 

１．新株予約権の発行

　平成17年３月25日開催の第９回定時

株主総会及び平成18年１月26日開催の

取締役会決議に基づき、次のようにス

トックオプションを目的とする新株予

約権を発行いたしました。

新株予約権の発行日 平成18年２月３日

新株予約権の数（個） 857

新株予約権の目的とな
る株式の種類

普通株式

新株予約権の目的とな
る株式の数（株）

857

新株予約権行使時の１
株当たり払込金額
（円）

400,492（注）

新株予約権を行使する
ことができる期間

平成20年２月３日か
ら
平成25年２月２日ま
で

(注）新株予約権の行使時の１株当りの払込金
額は、新株予約権を発行する日の属する
月の前月の各日の東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の平均
値に1.05を乗じた金額を適用して決定し
たものです。

 ２．子会社の設立

　平成17年12月16日開催の取締役会に

おいて、当社100%出資による子会社を

設立することを決議しました。概要は

次のとおりであります。

新会社の名称
株式会社ソートジャパン 
（英文名称　thawte 
Japan, Inc.）

代表者  浦澤　将

所在地
神奈川県川崎市幸区堀川
町580-16

資本金 50,000千円

出資者および
出資比率

当社100%

決算期 12月末

設立年月日 平成18年２月２日

事業内容 SSLサーバ証明書の販売
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────

 
 

──────

 
 

３．ストックオプションの付与

　当社は、平成18年３月24日開催の
第10回定時株主総会において、商法
第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に
基づき、当社または当社子会社の取締
役、監査役および従業員に対し、ス
トックオプションを目的とする新株予
約権を発行することを決議いたしまし
た。

新株予約権の発行日

第10回定時株主総会
決議に基づく取締役
会決議
年月日は未定

新株予約権の数
（個）

 800個を上限とする。

新株予約権の目的と
なる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的と
なる株式の数（株）

 800株を上限とする。

新株予約権行使時の
１株当たり払込金額
（円）

新株予約権を発行す
る日の属する月の前
月の各日の東京証券
取引所における当社
普通株式の普通取引
の終値の平均値に
1.05を乗じた金額と
する。ただし、その
金額が新株予約権を
発行する日の前日の
東京証券取引所にお
ける当社普通株式の
普通取引の終値を下
回る場合は、当該終
値を行使価格とする。

新株予約権を行使す
ることができる期間

新株予約権の発行日か
ら７年を経過する日ま
での範囲内で、取締役
会において決議する。

（その他）

　当第１四半期財務諸表、すなわち、第１四半期貸借対照表及び第１四半期損益計算書は、株式会社東京証券取引所

の「上場有価証券の発行者の会社情報の適正開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸

表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続を実施しております。
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参考資料

 

(1) 授権株式数及び発行済株式総数

前第１四半期会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

授権株式数 普通株式 1,738,656株

発行済株式総数 普通株式 448,662株

授権株式数 普通株式 1,738,656株

発行済株式総数 普通株式 451,715株

授権株式数 普通株式 1,738,656株

発行済株式総数 普通株式 451,036株

(2) 販売費及び一般管理費の主な内訳

前第１四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

役員報酬 27,446千円

給与手当 201,303

賞与引当金繰入額 20,503

支払報酬 37,880

賃借料 45,297

広告宣伝費 44,384

減価償却費 37,641

貸倒引当金繰入額 290

ライセンス料 60,000

役員報酬 25,824千円

給与手当 219,406

賞与引当金繰入額 25,320

支払報酬 88,931

賃借料 47,961

広告宣伝費 56,813

減価償却費 38,815

貸倒引当金繰入額 －

ライセンス料 60,000

役員報酬 104,920千円

給与手当 967,740

賞与引当金繰入額 50,534

支払報酬 170,404

賃借料 178,010

広告宣伝費 194,673

減価償却費 156,605

貸倒引当金繰入額 1,634

ライセンス料 240,000
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