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平成 18 年 ３ 月期   決算短信（連結） 平成18年５月16日 

上 場 会 社 名 株式会社フォーバルクリエーティブ 上場取引所 大阪証券取引所ヘラクレス市場 

コ ー ド 番 号 ２７２４ 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.forval-c.co.jp） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 浦野 義朗 

問 合 せ 先 責 任 者 役職名 取締役管理本部長 氏名 阪野 保雄 ＴＥＬ (03)5797－0040 

決算取締役会開催日 平成18年５月16日 

親会社等の名称 株式会社フォーバル（コード番号：８２７５） 親会社等における当社の議決権所有比率 65.9％ 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１ 18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

  平成17年３月期については、連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。 

(1) 連結経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
1,890 （ － ） 

－ （ － ） 

百万円   ％
 △161 （ － ）

－ （ － ）

百万円   ％
 △153 （ － ）

－ （ － ）
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
 △161 （ － ） 

－ （ － ） 

円  銭
△20,051.00

－

円  銭
－
－

％
－
－

％ 
－ 
－ 

％
△ 8.1

－

(注)①持分法投資損益      18年３月期     － 百万円   17年３月期     － 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期    8,031 株     17年３月期    8,000 株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率 

⑤平成18年３月期の株主資本当期純利益率及び総資本経常利益率は、平成17年６月に子会社を設立しており

各々の期首の計算ができないため記載しておりません。 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
1,249    

－       

百万円
947   
－      

％ 
75.8  
－   

円 銭
117,699.58 

－  

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期     8,046 株     17年３月期      － 株 
 
 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
△207    

－       

百万円
156  
－      

百万円
△2   
－      

百万円
475   
－      

 
 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   １社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   －社 
 
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社  (除外)    －社    持分法 (新規)    －社   (除外)    －社 
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２ 19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 
1,173       
2,537       

百万円
△21      
31      

百万円
△21      
31      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  3,877円70銭 

  

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、市場環境、

為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因によって予想値と異なる場合があります。 
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親会社 

 株式会社フォーバル 

１.企業集団の状況 

当社を含む企業集団は、株式会社フォーバル（親会社）と当社を含む株式会社フォーバルの子会社14社、関連会

社４社及び当社の子会社１社で構成されており、情報通信機器の販売、通信サービス及び情報通信のネットワーク

関連サービスの提供を中核とした事業を行っております。下記に示すとおり、当社と当社の親会社及びその子会社・

関連会社とは、事業領域が異なっており、競合関係はありません。 

 
 

通信機器関連 

情報関連機器 

ＯＡ関連機器 
機器関連事業 

その他 

（株）フォーバル（親会社） 

他９社 

通信ネットワーク関連 
（株）フォーバル（親会社） 

（株）フォーバルテレコム（親会社の子会社） 

情報ネットワーク関連 他11社 

ネットワーク・ 

セキュリティサービス 

当社と当社の子会社 

 

（株）フォーバル（親会社） 

ネットワーク関連事業 

その他 
他５社 

  
 

当社グループは、当社と子会社１社で構成され、当社はITセキュリティ（情報通信の安全確保）に関連する商品

の輸入・販売を行うプロダクトセールス事業、および当該商品にかかる保守サポート、アンチウイルスサービス、

セキュリティコンサルティング、教育、ネットワーク技術者派遣などのサポートサービス事業を行っており、総合

的にITセキュリティソリューションを提供することを事業内容としております。 

子会社の株式会社クリエーティブソリューションズは、IPネットワーク及びITセキュリティ分野の管理者・技術

者の人材育成及びアウトソーシング業務を行っております。企業集団についての事業系統図は次のとおりでありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）株式会社クリエーティブソリューションズは、平成17年６月に設立した当社100％所有の会社です。 

ITｾｷｭﾘﾃｨ関連商品販売 

同ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 

技術者の 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

ITｾｷｭﾘﾃｨ関連商品販売 

同ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 
技術者の 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

得 意 先 

当 社 

連結子会社 

 株式会社クリエーティブソリューションズ 

技術者のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

代理店 

システムインテグレータ 
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２.経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、｢The One Source for IT Security｣を企業理念とし、今後とも高い成長が期待されるデータ

セキュリティ、ネットワークセキュリティ、ビジネスセキュリティを包括する高度なITセキュリティソリューシ

ョンを専門家集団として総合的に提供することを基本的な経営方針とし、個々の領域で も優れた商品の提供、

およびセキュリティ関連の高品質のサポート＆サービスを国内のユーザーの皆様に提供し、信頼性の高いITセキ

ュリティインフラの構築に貢献することを目指しております。 

当社グループは、継続的にITセキュリティの分野を中心とした事業展開を通じ、社会的な価値創造に貢献し、そ

の企業価値を 大化することによって、株主を始めとする関係者の皆様への利益の還元に努めてまいります。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、高い利益率を確保し株主への利益配分を重要な経営課題として認識しており、企業財務体質

の強化、ネットワーク設備投資及び商品開発や販売権獲得に向けた戦略的投資等の事業展開のための内部留保を

十分に考慮しながらも、業績に応じた配当をこれまで継続的に実施しており、今後とも株主に対する利益還元を

安定的に実施する方針であります。会社法施行後の利益配分に関する対応につきましては、特段の変更を予定し

ておりません。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針 
株式分割による投資単位の引き下げについては、現在のところ特別の措置が必要とは考えておりません。 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループは経営指標として、収益性の尺度となる営業利益率を重視しており、５％以上の営業利益率を当

面の課題としております。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

セキュリティ市場はブロードバンド環境の急速な普及に伴い、従来の大企業を中心とした市場に加えて中小零

細規模企業においてもセキュリティ対策の必要性の認識が大幅に高まっています。また、セキュリティ対策も外

部からの不正アクセスやウィルス対策などネットワークを経由した外部からの脅威への対応に加えて内部情報

漏洩をはじめとした内部セキュリティ対策や従来の対策では防ぎきれないコンテンツに対する脅威への対策が

必要とされています。 

一方、個人情報保護法や会社法、日本版SOX法などの施行を通じて企業におけるコンプライアンス、内部統制

の強化が義務付けられるなど企業経営にとってITセキュリティへの投資は更に重要な要素になっていきます。こ

のような環境を背景に、セキュリティ市場は引続き高い成長をしていくものと予測しております。 

当社グループは今後ともITセキュリティ事業に継続的に注力し、下記の４点を中長期的な経営戦略の柱とし

て、取り組んでまいります。 

①当社の主力市場である大手企業、官公庁市場に加えて、中小規模顧客をターゲットとして営業基盤の拡大強化

を図り、継続して高い成長率、収益率を目指します。営業基盤の拡大にあたっては、提案型営業の強化を図り、

またフォーバル・グループの直販部隊との連携を通じたグループ相乗効果を 大化し、顧客への価値提供に向

けより細やかな対応を図ります。 

②当社グループの主力領域である境界セキュリティ分野においては取扱商品の選択と集中を図りより高い利益

率を確保すると共に、企業の内部統制強化の動きや、日本版SOX法の施行を控え、情報漏洩対策などの内部セ

キュリティ分野、情報のアーカイブやログ保存の分野、そしてウェブ・セキュリティ分野へも積極的に取り組

んでまいります。 

③サービスビジネス分野については、現在提供中のウイルス対策サービス事業に加え、人材ビジネスの拡大やマ

ネジド・セキュリティ・サービス、セキュリティコンサルティング、導入設置サービスなどのプロフェッショ

ナルサービス分野についても有望な新規案件を積極的に発掘、展開していきます。 

④上記①～③を短期間で実現する為に、より一層の経営陣の強化を図り、業務提携やＭ＆Ａなどの戦略を積極的

に推進してまいります。 
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(6) 対処すべき課題 

当社グループは、今後とも高い収益率を確保するには、提案型営業の強化を通じた更なる営業力の強化、顧客・

代理店満足度の向上、そして新規事業のスピーディな立ち上げ、そして内部統制システムの構築が重要な課題と

認識しており、下記施策にてこれらの課題への対応を図ります。 

1) 提案型営業の強化及び業務提携やＭ＆Ａ戦略を積極的に推進する組織の強化拡充 

2) 顧客満足度の更なる向上を目的とした顧客向け技術サポートシステムの改善強化 

3）プロフェッショナルサービス事業の拡大 

4) 人材ビジネスの拡大 

5) 効率的で適法な企業統治体制に向けた内部統制システムの構築 

 

(7) 親会社等に関する事項 

1. 親会社等の商号等 

（平成18年3月31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

株式会社 

フォーバル 
親会社 

65.9 

（0.00） 
株式会社ジャスダック証券取引所 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数である。 

 

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け及びその他の上場会社と親会社との関係 

当社グループはグループ相乗効果の拡大をめざし、フォーバル・グループ企業の直販部隊との連携活動を行

っております。その一環として当社グループの親会社である株式会社フォーバルは平成14年5月より当社グルー

プの一部取扱商品の代理店として販売活動をしており、また親会社のグループ企業である株式会社フォーバル

テレコムは平成16年2月より当社グループのアンチウイルスサービスの代理店として販売活動をしております。

こうした両社との取引については、いずれも他の取引先と同等の取引条件により実施しております。このほか

に資金及び技術等の関係はありません。 

株式会社フォーバルの取締役2名が当社の役員を兼務し必要に応じて情報提供、助言、企業経営の監視等を行

っておりますが、日常の事業活動や経営判断は当社グループの経営陣の責務において行い、親会社等から独立

性を十分に確保しております。 
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３.経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当期のわが国経済は、景気拡大の持続力が強靭さを増し、その効果は地方経済にも及び出し、

企業の本格的な能力増に向けた設備投資と個人消費の好循環がいよいよ始まり景気拡大の動き

が力強さを増してきました。 

当社グループの属するITセキュリティ業界においては、金融業界をはじめとする大手企業や

官公庁でのセキュリティ投資が引き続き堅調に行われると共に、個人情報保護法の全面施行や相

次ぐ情報漏洩、不正アクセスの増加により中堅企業においても情報セキュリティに対する関心は

引き続き高く、需要は増加傾向にあるものの、商品やサービス、企業間の競争は益々激化してき

ており、売上や利益確保が一段と厳しくなってきております。 

このような市場環境のもと、当社グループは引続き営業、企画部門の強化を図り、内部情報

漏洩対策商品、コンテンツセキュリティ商品などの新規商材の市場開拓にも積極的に取り組み、

鋭意販売活動を実施し、併せて経費節減を図り収益力の回復に努めてまいりました。しかしなが

ら当社グループの売上は大手企業向けの主力商品が苦戦した影響により、業績は当初の予想を下

回る結果となりました。 

当期中に設立した当社の連結対象子会社である株式会社クリエーティブソリューションズの

人材派遣ビジネスは企業におけるIT技術者の旺盛な需要を背景に順調に推移いたしました。 

その結果、当連結会計年度の連結売上高は1,890百万円となり、経常損失は153百万円、当期

純損失は投資有価証券売却益の計上もありましたが、繰延税金資産の一部を取崩した影響により

161百万円となりました。 

事業の部門別業績は次のとおりであります。なお当期より連結財務諸表を作成しているため、

売上高の前年同期との比較はしておりません。 

【プロダクトセールス事業】 

当事業部門は、競争の激化、前期末商戦後の大型商談の減少などの影響を受け、主力のファ

イアウォール商品（ライセンス）の売上は苦戦しました。一方統合型セキュリティアプライアン

ス商品は中小企業向けを中心に順調に売上が推移し、当事業部門の30.9％を占めることとなりま

した。コンテンツセキュリティ分野(アンチウイルス商品、内部情報漏洩対策商品、ウェブ・フ

ィルタリング商品など)の売上は競争の激化を受け苦戦しましたが、今後も引続き内部情報漏洩

に対する内部セキュリティ対策や企業の内部統制強化に対する需要は益々高まることが予想さ

れ、当社グループとしてはこの分野においても引続き収益の拡大を図ってまいります。 

以上の結果、当事業部門の連結売上高は884百万円となりました。また当事業部門の売上比率

は46.8％となりました。 

【サポートサービス事業】 

当事業部門のうち、サポート（保守）事業は、商品の販売後に継続して安定的に売上が見込

めるストック型ビジネスとして当社グループの売上に重要な位置を占めております。サポート売

上高は、商品売上の減少の影響を受け予想を下回る結果となりました。その他当社グループが提

供中のアンチウイルスサービスは新規顧客の伸びが鈍化しましたが、契約件数が当期末で7,100

件超となりました。 

当連結会計年度よりネットワーク及びセキュリティ分野の管理者、技術者の人材育成及びア

ウトソーシング業務を行う当社100％出資の子会社を設立し順調に売上を伸ばしております。 

以上の結果、当事業部門の売上高は1,005百万円となりました。また当事業部門の連結売上比

率は53.2％となりプロダクトセールス事業部門を上回る結果となりました。 
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(2) 財政状態 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は、期首に比べ26百

万円減少し、475百万円となりました。 

当連結会計年期間における各キャッシュ･フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動による資金の減少は207百万円となりました。収入の主な内訳は、売上債権の回収91

百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少114百万円、子会社の事業に係るロイヤリテ

ィーの前払48百万円、未払消費税等の減少26百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動の結果得られた資金は156百万円となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の

売却による収入189百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出35百万円であ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果使用した資金は2百万円となりました。これは、株式の発行による収入5百万

円と配当金の支払8百万円によるものであります。 

  （注）当連結会計期間より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比

較は行っておりません。 

 

(3) 次期の見通し 

次期のITセキュリティ市場環境は、企業の内部統制強化の動きや、日本版SOX法の施行を控え、

「セキュリティ＆コンプライアンス」は今後更に重要度を増し、引き続き需要は堅調に推移する

ものと見込まれていますが、競合商品の台頭による競争の激化の中で、当社グループはセキュリ

ティ専業に注力する中で提案型営業の強化を通じ顧客・マーケット志向を一段と高め、利益の確

保を 重要課題として鋭意取り組んでまいります。フォーバル・グループとの連携による新たな

セキュリティ事業や付加価値の高いセキュリティサービス事業を緊急の課題として積極的に取

り組み、業容の拡大を図ってまいります。 

このため当社グループでは、既存事業については主力のファイアウォール商品をはじめとする

従来の商品に加え、好調の統合型セキュリティアプライアンス商品、情報漏洩防止系商品やサー

ビス、コンテンツ・セキュリティ、ログ分析商品を重点的に強化します。連結対象子会社の人材

派遣ビジネスも前期を大幅に上回る売上を見込んでおります。 

次期の連結売上高は2,537百万円（当期比34.2 %増）を予想しております。 

(４) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の

ようなものがあります。必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家の判断上、重

要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から積極的に開

示しております。また、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上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める方針であります。なお、文中における将来に関する事項は、

当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①事業環境 

1.競合 

     当社グループの主力商品であるVPN-1/FireWall-1に関して､同商品のベンダーであるチェ

ックポイント社との間で日本国内での販売代理（ディストリビューション）業務に係る契約

を締結している他社は､当連結会計年度末現在､新日鉄ソリューションズ株式会社､富士通株

式会社､ソフトバンク・コマース株式会社、有限会社先端技術研究所の４社であります。当

社グループは､これらの他社に先駆けて平成７年にチェックポイント社と販売代理契約を締

結し､チェックポイント社との関係強化､日本でのシェアの確保に努めてまいりました。 

     今後､チェックポイント社が日本のディストリビュータを増加させる方針をとる場合や、

他のベンダーがVPN-1/FireWall-1に類似するITセキュリティ商品を当社を経ずに日本国内

で販売しようとする場合には､当社グループにとって新たな競合先が増加する結果となりま

す。当社グループの想定に反し競合先や競合商品が増加し､国内でのディストリビュータ間

の競争が激化した場合には､当社グループの市場シェアの低下や価格競争による利益率の低

下その他の要因により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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2.取扱商品の選別 

当社グループは､日本国内で販売するITセキュリティ商品の選別にあたって､海外のベンダーの新

商品開発情報や市場として先行しているアメリカ等の海外での商品の販売状況を分析し､それらを

基に､日本での需要を想定し､当社グループ取扱商品を選別しております｡当社グループは、海外のIT

セキュリティ商品のベンダーやディストリビュータとのネットワークを構築することにより､これ

らの情報の獲得に努めております。しかし、当社グループが選別した商品の販売代理店権をベンダ

ーから当社グループが受入れ可能な条件で取得できるという保証はありません。 

また、当社グループの取扱商品の選別が適切でなく、当社グループが仕入販売すると決定した商

品が日本市場で受入れられなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。更に、当社グループが選択しなかった商品が他のディストリビュータにより仕入販売され、日

本国内で成功するなど、当社グループが判断を誤り、当社グループの収益機会を逃す可能性もあり

ます。 

 

②財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動 

1.季節変動性について 

当社グループの取扱商品のユーザーは､法人ユーザーであり､決算月の集中する３月、９月に当社

グループの売上高が偏重する傾向にあります。このため、これらの月の営業活動の状況が当社グル

ープの業績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

2.特別損益等について 

     当社グループの投資有価証券の運用については､当社グループの事業と関連のある相手先に対し､

事業運営のための協力関係の強化を目的に投資していく方針であります。今後も､海外のベンダーに

対する投資や､国内の二次代理店､システムインテグレータ等への投資を行う可能性があり､これら

については､売買損益､評価損益等が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

3.Coop-Fundについて 

     当社グループは仕入先である複数のベンダーより、仕入割戻(当社グループが行ったベンダー商品

の広告掲載、販売促進物の作成等に要した費用の補填)を受け入れております。 近の実績につきま

しては、前会計年度は41百万円、当連結会計年度は57百万円となっております。仕入割戻しはベン

ダーの裁量によって決定されるものであり、書面による契約等はありません。そのため、ベンダー

の営業政策により変更される事も想定され、当社グループの業績変動要因の１つとなり得る可能性

があります。 

 

4.為替の影響について 

     当社グループは海外のベンダーから直接商品を仕入れているため、そのうち外貨建で仕入れてい

るものについて、為替変動の影響を受けております。当社グループ商品仕入高のうち、外貨建仕入

の割合は、当連結会計年度においては21.6%となっております。当社グループは､為替の影響を極力

排除しようとする目的から、円建取引への移行を進めたいと考えておりますが、今後のベンダーと

の取引条件次第によっては、外貨建取引の数量割合が増加する可能性もあり、その場合には､為替変

動による当社グループの業績への影響度合いが増加します。 

 

③特定の取引先・製品・技術等への依存 

1.特定の販売先への依存 

当社グループはディストリビュータとしてシステムインテグレータ等に対し営業活動を行ってお

り、販売先は50社を超えております。しかし、当社グループの当連結会計年度売上高のうち50%超は、

ネクストコム株式会社、日本電気通信システム株式会社、ネットワンシステムズ株式会社、株式会

社データコントロール、株式会社日立情報システムズ、株式会社ネットワールド、株式会社フォー

バルの販売先上位７社に依存しております。当社グループとしては、今後も現在の主要販売先が販

売額のかなりの部分を占めると想定しますが、こうした販売先との取引が今後も引き続き安定的に

推移する保証はありません。 

また、これまでに主要販売先からの売掛金の回収については問題となったことはありませんが、

今後、販売先からの売掛金の回収に何らかの問題が生じた場合、ベンダーへの支払いや当社グルー

プの資金繰り、業績に影響を与える可能性があります。 
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2.特定の商品への依存 

当社グループの現在の主力商品は、チェックポイント社の「VPN-1/FireWall-1」であり、同商品

は、ITセキュリティ商品の代表的な商品であり、日本における普及度は他の競合商品に比べて高い

と推定されます。当社グループのプロダクトセールス事業における同商品への依存度は､前会計年度

58.6%､当連結会計年度59.6%となっており、サポートサービス事業も同様に、同商品への依存度が高

くなっております。そのため、何らかの要因により同商品の市場競争力が急激に低下した場合や，

同商品のベンダーであるチェックポイント社に経営不振その他の業務上の問題が発生した場合、ま

たは同社と当社グループの間の販売代理契約が何らかの理由で終了した場合等には､当社グループ

の業績は重大な影響を受ける可能性があります。 

     当社グループは今後､プロダクトセールス事業において､その他の取扱商品の拡充を図ることによ

り､同商品の対売上高構成比を低下させていく方針であります。しかし、当社グループの想定どおり

にその他取扱商品の事業が拡大していく保証はなく、将来においても当社グループの業績は特定の

商品の販売動向に大きな影響を受ける可能性があります。 

 

3.技術の変容 

当社グループの既存の商品とサービスが今後登場する商品に対して技術的・価格的な優位を保持

しうるとの保証はありません。当社グループが活動する市場は急速な技術的変容、顧客のニーズ・

選好の変遷、頻繁な新商品の登場、業界標準の急速な進化を特徴としております。このような変化

に当社グループが敏速に対応し得ない場合、当社グループの事業に重大な影響が生じることがあり

ます。斬新な技術を実装した新商品の登場、或いは、新たな業界標準の登場により、当社グループ

の既存の商品が陳腐化し商品性を失うことがあり得ます。当社グループは技術の進化を継続的に観

察し、商品と市場の変容の兆しを捉え、他社に先んじて変化をむしろ商機として捉えることに鋭意、

注力していますが、かかる努力が常に結実しうるとの保証はありません。 

 

④特有の法的規制・取引慣行・経営方針 

1.ベンダーとの契約 

     当社グループは､仕入先であるベンダーと販売代理業務（ディストリビューション）に関する基本

契約を締結し､それらの契約に基づいて､ディストリビュータ（一次代理店）として日本国内で販売

代理業務を展開しております。契約期間は概ね１年であり､契約当事者からの解約の申し出がない限

り以後１年間毎の自動更新となっております。当社グループを含めたディストリビュータは、ベン

ダーとの契約に基づいて、ITセキュリティ商品の販売促進、販売、納入、ベンダーへの定期的な市

場環境の報告、ユーザーへのサポートサービス等を行います。また､大半の契約は非独占契約となっ

ております。 

当連結会計年度末現在､当社グループは10のベンダーと販売代理契約を締結し、その商品を販売し

ております。これらの契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。 

(イ)ベンダーは、事前の告知により価格の改定が可能な旨 

(ロ)事前の告知があれば、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨 

(ハ)著作権､知的財産権等に関する訴訟が発生し損害賠償の責任が生じた場合において、ベンダー

が保証する賠償の範囲は仕入代金に限られる旨 

(イ)については、過去においてそのような条件が一方的に当社グループに提示された事例はあり

ませんが、当社グループにとって不利な条件が提示される可能性を含んでおります。（ロ）につい

ては、一般に当社グループ及びベンダー双方にリスクを生じさせる結果となるものです。（ハ）に

ついては、現在までに同条項を含む契約に係る商品につき、国内外で重大な訴訟・クレーム等が発

生した事実は認識しておりません。仕入商品の決定時には、ベンダーに対するヒアリングを行い、

知的財産権の存否等を確認しております。また、商品によっては、国際特許事務所への調査依頼を

実施し､知的財産権に関する訴訟・クレームの発生の有無､類似する知的財産権の存否を確認してお

ります。このように、上記(イ)(ロ)(ハ)に掲げる条項がベンダーにより行使される可能性は低いも

のと思われますが、何らかの事情により現実のものとなった場合には当社グループの業績に多大な

影響を与える可能性があります。また、これらの条項を含んでいない契約についても、契約内容に

大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなかった場合に

は、当社グループの事業拡大に制約が生じる可能性があります。 
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⑤その他 

情報管理体制 

当社グループはITセキュリティ商品、サービスを取り扱っていることから、社内の情報管

理には十分な注意を払っております。具体的には、社内システムは複数のファイアウォール、

アンチウィルスシステム、メールチェックシステムにより保護され、セキュリティの信頼性

を高めております。また、主要サーバは複数台が別の建物内に設置され、事故、障害時に迅

速に回復できるよう予め待機状態となっております。さらに、保守契約ユーザに関するデー

タは､社内ネットワークへのパスワードのみならず、サーバデータへのアクセスも制限され

ており、社外からのサーバへのアクセスも暗号化されたシステム構成となっております。し

かしながら、意図せざるシステム障害、誤操作その他によるデータの漏洩などが生じた場合、

会社の信用を失墜し、損害賠償請求を受ける可能性があり、それに伴ない、業績に悪影響を

与える可能性があります。 
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４.連結財務諸表等 
  当社グループでは、前連結会計年度は子会社がなく、連結財務諸表を作成しておりませんので、前連結

会計年度との比較は行っておりません。 

（1）連結貸借対照表 
（単位：千円） 

 
 
 

当連結会計年度 
(平成18年 3月31日現在) 

区分  金額 構成比 

（資産の部）    ％ 

Ⅰ 流動資産     

1. 現金及び預金   146,206  

2. 受取手形及び売掛金   403,875  

3. 有価証券   329,078  

4. たな卸資産   106,799  

5. 繰延税金資産   684  

6. その他   82,500  

流動資産合計   1,069,144 85.6 

     

Ⅱ 固定資産     

1. 有形固定資産     

(1) 建物  17,616   

    減価償却累計額  2,293 15,323  

(2) 器具備品  73,710   

減価償却累計額  52,138 21,571  

有形固定資産合計   36,895 2.9 

2. 無形固定資産     

(1) ソフトウェア   18,929  

(2) その他   2,309  

無形固定資産合計   21,238 1.7 

3. 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   58,735  

(2) 長期前払費用   24,892  

(3) 繰延税金資産   9,098  

(4) 差入保証金   29,338  

投資その他の資産合計   122,064 9.8 

固定資産合計   180,199 14.4 

資産合計   1,249,343 100.0 
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（単位：千円） 

 
 
 

当連結会計年度 
（平成18年 3月31日現在） 

区分  金額 構成比 

（負債の部）    ％ 

Ⅰ 流動負債     

1. 買掛金   211,845  

2. 未払金   36,191  

3. 未払法人税等   1,318  

4. 未払消費税等   1,669  

5. その他   37,478  

流動負債合計   288,503 23.1 

     

Ⅱ 固定負債     

1. 退職給付引当金   13,829  

固定負債合計   13,829 1.1 

負債合計   302,332 24.2 

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   441,990 35.4 

Ⅱ 資本剰余金   134,290 10.7 

Ⅲ 利益剰余金   402,458 32.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △ 31,729 △2.5 

資本合計   947,010 75.8 

負債、少数株主持分及び資本合計   1,249,343 100.0 
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（2）連結損益計算書 
                      （単位：千円） 

 
 
 
 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
   至 平成18年 3月31日) 

区分  金額 百分比 

    ％ 

Ⅰ 売上高   1,890,552 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,568,872 83.0 

売上総利益   321,679 17.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  483,460 25.6 

営業損失   161,780 △8.6 

Ⅳ 営業外収益     

1. 受取利息  7,889   

2. 受取配当金  487   

3. その他  224 8,601 0.5 

Ⅴ 営業外費用     

1. 支払利息  19   

2. 為替差損  295 314 0.0 

経常損失   153,494 △8.1 

Ⅵ 特別利益     

1. 投資有価証券売却益  90,219 90,219 4.8 

Ⅶ 特別損失     

1. 固定資産除却損 ※2 7,918   

2. たな卸資産廃棄損  2,126   

3. 特定商品取扱中止損 ※3 12,650 22,695  1.2 

税金等調整前当期純損失   85,969 △4.5 

法人税､住民税及び事業税  1,552  0.1 

法人税等調整額  73,507 75,059 3.9 

当期純損失   161,029 △8.5 
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（3）連結剰余金計算書 
       （単位：千円） 

 
 
 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 

    至 平成18年 3月31日） 

区分  金額 

    

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   131,708 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  1.新株予約権等の 

行使による新株の発行
 2,582 2,582 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   134,290 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   571,490 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

1. 配当金  8,002  

2. 当期純損失  161,029 169,031 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   402,458 
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（4）連結キャッシュ･フロー計算書 
                                                          （単位：千円） 

連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
   至  平成18年 3月31日) 

区分 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △85,969 

減価償却費 28,096 

退職給付引当金の増加額 824 

受取利息及び受取配当金 △8,376 

支払利息 19 

投資有価証券売却益 △90,219 

固定資産除却損 7,918 

たな卸資産廃棄損 2,126 

特定商品取扱中止損 12,650 

売上債権の減少額 91,996 

たな卸資産の増加額 △18,880 

仕入債務の減少額 △114,847 

未払消費税等の減少額 △26,515 

その他 △13,033 

     小計 △214,211 

利息及び配当金の受取額 8,340 

利息の支払額 △19 

法人税等の支払額 △1,870 

営業活動によるキャッシュ・フロー △207,760 

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 △24,287 

      無形固定資産の取得による支出 △11,175 

      投資有価証券の売却による収入 189,541 

   保証金の差入による支出 △29,338 

   差入保証金の回収による収入 31,344 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 156,084 

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 5,165 

      配当金の支払額 △8,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,973 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 27,852 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △26,795 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 502,081 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高    ※1 475,285 

（注）前事業年度は個別キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、連結キャッシュ・フロー計算書は記載して

おりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

㈱クリエーティブソリューションズについて

は、当連結会計年度において新たに設立したた

め連結子会社に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社が無いため、該当

する事項はありません。 

３．連結子会社の決算日等に関

する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致し

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 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

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 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

 (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 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物    15年 

器具備品  ３年～５年 

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）、販売目

的のソフトウェアについては、販売可能な見

込有効期間（３年）に基づいております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

 (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。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及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。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項はありません。 

 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

利益処分又は損失処理の取扱い方法について

は、連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいております。 

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。 
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注記事項 
 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 13,744千円  

役員報酬 52,199千円  

給与手当 176,169千円  

退職給付費用 4,093千円 

地代家賃 27,016千円 

 

諸手数料 52,052千円  

業務委託費 21,416千円  
  
※2  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

    建物              7,803千円 

    器具備品             114千円 

     合計             7,918千円 

※3  特定商品取扱中止損 

      当社が販売しておりました一部商品の取り扱

いを中止したことに伴い、同商品の仕入先への前

渡金残高を取り崩したものであります。 

   

 

 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

※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）
 

現金及び預金勘定 146,206千円  

有価証券勘定 329,078千円  

現金及び現金同等物 475,285千円  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

（セグメント情報） 

１.事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

当社グループは、ネットワーク・セキュリティ関連商品の販売及び保守、並びにこれらに関する各種サービスを提

供する事業を行っており、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありません。 

 

２.所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

本邦以外の国又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。 

 

３.海外売上高 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

１ 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 

（借主側） 

（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） 

器具備品 3,016 1,056 1,960 

合計 3,016 1,056 1,960 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

    １年内                         597千円 

    １年超                       1,422千円 

    合計                        2,020千円 

（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                 658千円 

       減価償却費相当額              603千円 

       支払利息相当額                  82千円 

（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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（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の名

称 
住所 

資本金又は

出資金(千

円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

役員の兼

任等 

事業上の関

係 

取引の内

容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

親会社 
株式会社 

フォーバル 

東京都 

渋谷区 
4,149,454 

情 報 通 信

機 器 販 売

及 び 通 信

サービス 

被所有 

65.9 
兼任3名 

当社商品及び

サービスの販

売 

商品売上 84,100 売掛金 20,936

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

    商品販売につきましては、市場価格を参考に決定しております。 

 

（2）役員及び個人主要株主等 

   該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
  （自 平成17年 4月 1日 
 至 平成18年 3月31日） 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
 
繰延税金資産（流動）  

未払事業税 273千円 

未払事業所税 493千円 

その他有価証券評価差額金 11,521千円 

繰延税金資産（流動）小計 12,288千円 

 評価性引当額 △11,603千円 

 繰延税金資産（流動）合計 684千円 

  

繰延税金資産（固定）  

有形固定資産減価償却超過額 229千円 

無形固定資産減価償却超過額 3,242千円 

投資有価証券評価損 27,807千円 

退職給付引当金 5,627千円 

繰越欠損金 80,237千円 

その他有価証券評価差額金 1,389千円 

繰延税金資産（固定）小計 118,533千円 

 評価性引当額 △109,434千円 

 繰延税金資産（固定）合計 9,098千円 

  
  
２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.0％

評価性引当額 △125.6％

その他 △1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △87.3％
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（有価証券関係） 

当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

 

２．売却したその他有価証券                                  （千円） 

区分 金額 

売却額 197,684 

売却益の合計額       90,219 

 

３．時価評価されていないその他有価証券            （千円） 

 種類 貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 58,735 

Money Market Funds 329,078 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

(1) 取引の内容 

為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引等を行

うことがあります。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替相場の変動等によるリスク回避を

目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸入取引により発生

する為替相場のリスクを回避する目的で利用することにしておりま

す。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

当期においては、デリバティブ取引を全く行っておりません。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

当社の先物為替予約取引は契約内容等について担当役員の承認を

受けた後、経理部が実行及び管理業務を行うことにしております。

経理部は月毎の定例取締役会に先物為替予約取引を含んだ財務報告

をすることにしております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

当連結会計年度（自 平成17年 4月 1日至 平成18年 3月31日） 

契約額等の残高がないため記載しておりません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 当事業年度 
（平成18年3月31日現在） 

退職給付債務（千円） △ 13,829 

退職給付引当金（千円） △ 13,829 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 当事業年度 
（自 平成17年 4月 1日 
 至 平成18年 3月31日） 

勤務費用（千円） 4,093 

退職給付費用（千円）  4,093 

 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  簡便法を採用しているため、基礎率等について記載しておりません。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 4月 1日 
 至 平成18年 3月31日） 

１株当たり純資産額      117,699円58銭 

１株当たり当期純損失      20,051円00銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損失が計上されているため、
記載しておりません。 
                       

 

（注）１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日)

１株当たり当期純損失  

当期純損失（千円） 161,029 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 161,029 

期中平均株式数（株） 8,031 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額（千円） － 

普通株式増加数（株） － 

（うち新株予約権） － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成12年 8月 7日臨時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株引受権） 

普通株式 145株 

平成13 年10 月19 日臨時

株主総会決議ストックオ

プション（新株引受権） 

普通株式  17株 

平成14年 6月27日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式 115株 

平成15年 6月25日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式  80株 

平成16年 6月26日定時株

主総会決議ストックオプ

ション（新株予約権） 

普通株式  40株 
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５．生産、受注及び販売の状況 

当社グループでは、前連結会計年度は子会社がなく、連結財務諸表を作成しておりませんので、前連結会計

年度との比較は行っておりません。 

 

(1) 生産、受注実績 

   当社は、生産･受注の形態をとっておりません。 

 

(2) 仕入実績 

当連結会計年度の仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

事業別 

当連結会計年度 

(自 平成17年 4月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 

前年同期比（%） 

プロダクトセールス事業（千円） 764,011 － 

サポートサービス事業（千円） 635,782 － 

合計（千円） 1,399,793 － 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 外注実績 

   当連結会計年度の外注実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

事業別 

当連結会計年度 

(自 平成17年 4月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 

前年同期比（%） 

プロダクトセールス事業（千円） － － 

サポートサービス事業（千円） 1,302 － 

合計（千円） 1,302 － 

    （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(4) 販売実績 

    当連結会計年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

事業別 

当連結会計年度 

(自 平成17年 4月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 

前年同期比（%） 

プロダクトセールス事業（千円） 884,886 － 

サポートサービス事業（千円） 1,005,665 － 

合計（千円） 1,890,552 － 

    （注）1.主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

当連結会計年度 

(自 平成17年 4月 1日 

 至 平成18年 3月31日) 

相手先 金額（千円） 割合（%）

ネクストコム㈱ 262,023 13.9

日本電気通信システム㈱ 253,460 13.4

ネットワンシステムズ㈱ 252,515 13.4

㈱データコントロール 189,799 10.0

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


