
 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月 29 日 

各      位 

                 会 社 名  トレンドマイクロ株式会社 

                      代表者名  代表取締役社長 エバ・チェン 

 (コード番号４７０４ 東証第 1 部) 

                      問合せ先  経営企画部長 南林 秀樹 

（TEL．０３－５３３４－４８９９） 

 
 

（訂正）平成 17 年 12 月期 中間決算短信（連結） [米国会計基準]および 
平成 17 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要の添付資料の一部訂正について 

 
平成 17 年 8 月 3 日付発表いたしました平成 17 年 12 月期 中間決算短信（連結） [米国会計基準]

および平成 17 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要の添付資料において、一部訂正がありましたのでお

知らせいたします。 
 
 

記 
 
1. 訂正理由 

米国会計基準に関する米国ＳＥＣとの協議により、従来「販売費、研究開発費および一般管理

費」に計上しておりました一部費用を「売上原価」に振替えることによる修正であります。 
なお、この修正による売上高、営業利益、税引前中間純利益、中間純利益への影響はございま

せん。 
 
2. 訂正内容 

別紙のとおりであります。 
 
 
 
 

以上 
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－ 別 紙 － 

 
・平成 17 年 12 月期中間決算短信（連結）添付資料の一部訂正 
 
（訂正箇所） 
「中間連結損益計算書」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前) 
(単位：千円) 

 

  
平成16年度 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年６月30日) 

平成17年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

平成16年度通期 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

科  目 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 

売上高   28,464,157 100.0  34,489,740 100.0   62,049,254 100.0

売上原価       3,236,499 

売上総利益   26,537,388 93.2  33,298,496 96.5   58,812,755 94.8

販売費、研究開発費および 
一般管理費: 

             

販売費      38,819      

研究開発費および保守費   4   2,891,775    9  

カスタマーサポート費      3,190,146    6  

一般管理費      4,106,616    5  

    15,159,312 53.2  20,527,356 59.5   32,735,079 52.8

営業利益   11,378,076 40.0  12,771,140 37.0   26,077,676 42.0

1,926,769 1,191,244

7,457,213 10,3 16,009,409

2,278,97 4,858,25

2,717,490 5,723,42

2,705,635 6,143,98

 
(訂正後) 

(単位：千円) 

 

  
平成16年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

平成17年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

平成16年度通期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

科  目 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 

売上高   28,464,157 100.0  34,489,740 100.0   62,049,254 100.0

売上原価     

販売目的ソフトウェア償

却費及び材料費 
  1,926,769  1,191,244   3,236,499 

ソフト保守費       2,260,934 

カスタマーサポート費        6 

    20.0  5,076,236 14.7   11,220,859 18.1

販売費、研究開発費および 
一般管理費: 

             

販売費      38,819      

研究開発費      2,196,929    5  

一般管理費      4,106,616    5  

    11,390,562 40.0  16,642,364 48.3   24,750,719 39.9

営業利益   11,378,076 40.0  12,771,140 37.0   26,077,676 42.0

1,051,260 694,846

2,717,490 3,190,146 5,723,42

5,695,519

7,457,213 10,3 16,009,409

1,227,714 2,597,32

2,705,635 6,143,98

 2



（訂正箇所） 
「重要な会計方針の要約」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前) 

記載なし。 
 

(訂正後) 

下記を「連結上基本となる事項」の前に新たに記載。 
 
修正再表示 
 
①従来、中間連結損益計算書上、ソフト保守費及びカスタマーサポート費をそれぞれ販売費、研究開発

費および一般管理費の「研究開発費および保守費」及び「カスタマーサポート費」に含めて表示して

おりましたが、売上原価に含めて表示する方法に変更し、併せて売上総利益を表示しない方法に変更

しております。この変更にあわせて、平成 16 年度及び平成 17 年度の表示方法を修正再表示しており

ます。 
 
②仮定に基づく株式を基礎とする報酬費用について、その算定に用いるストック・オプションの予想行

使期間、ボラティリティ及び公正価値の償却期間を修正し再計算しております。その結果、平成 16
年度及び平成 17 年度の報酬費用、仮定に基づく中間純利益並びに仮定に基づく一株当たり中間純利

益は修正再表示されています。 
修正再表示後の平成 16年度及び平成 17年度の仮定に基づく中間純利益はそれぞれ 515,201千円減少

及び 104,189 千円増加し、仮定に基づく基本一株当たり中間純利益はそれぞれ 3.88 円減少及び 0.78
円増加、仮定に基づく希薄化後一株当たり中間純利益はそれぞれ 3.80 円減少及び 0.76 円増加してお

ります。 
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（訂正箇所） 
「中間連結財務諸表注記 2.重要な会計方針の要約、株式に基づく報酬」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前) 
株式に基づく報酬 

＜中略＞ 

項目 

平成 16 年度 

(自 平成 16 年１月１日

 至 平成 16年 6月 30日)

平成 17 年度 

(自 平成 17 年 1 月 1 日 

 至 平成 17年 6月 30日)

平成 16 年度通期 

(自 平成 16 年１月１日

 至 平成 16年 12月 31日)

当期純利益：       

開示上の中間(当期)純利益（千円) 6,969,007 8,490,156 15,874,836 

控除：株式を基礎とした報酬につき、

公正価値法に基づいて会計処

理した場合の費用計上額、税

金影響額控除後 

(千円) 

  

  

  

(1,058,726)

  

 

  

(1,758,066)

  

 

  

 (2,640,021)

仮定に基づく中間(当期)純利益 

(千円) 
5,910,281 6,732,090 13,234,815 

開示上の一株当たり中間(当期)純利益：       

基本一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
52.41 63.67 120.64 

希薄化後一株当たり 

中間(当期)純利益     （円) 
51.47 62.71 118.59 

仮定に基づく一株当たり 

中間(当期)純利益： 
      

基本一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
44.45 50.49 100.58 

希薄化後一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
43.65 49.73 98.87 

付与されたワラントを利用した新株引受権および新株予約権の各ストック・オプションについての公正価値は、

付与日において、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で

終了する連結会計年度における付与に対して適用される次のような加重平均の前提条件に基づいて、ブラック・

ショールズ・オプション価格算定モデルを用いて、見積計算されております。 
平成16年6月30日で終了する中間連結会計期間において、5.00年の想定期間、59.570％のボラティリティ、0.39％

の配当利回り、0.674％のリスクフリーレート、また平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において、5.00

年の想定期間、51.710～59.570％のボラティリティ、0.39～0.43％の配当利回り、0.634～0.674％のリスクフリ

ーレート。 
平成 16 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において上記

のように付与されるオプションの一株当たり加重平均公正価値は、それぞれ 2,235 円、2,190 円～2,235 円になっ

ております。平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間において、ストック・オプションを目的とする新
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株予約権の発行はありませんでした。 
 

(訂正後) 

株式に基づく報酬 

＜中略＞ 

項目 

平成 16 年度 

(自 平成 16 年１月１日

 至 平成16年 6月 30日)

平成 17 年度 

(自 平成 17 年 1 月 1 日 

 至 平成 17 年 6月 30 日)  至 平成 16 年 12 月 31 日)

平成 16 年度通期 

(自 平成 16 年１月１日

当期純利益：       

開示上の中間(当期)純利益（千円) 6,969,007 8,490,156 15,874,836 

控除：株式を基礎とした報酬につき、

公正価値法に基づいて会計処

理した場合の費用計上額、税

金影響額控除後 

(千円) 

  

  

  

(1,573,927)

  

  

  

(1,653,877) 

  

  

  

(3,319,609)

仮定に基づく中間(当期)純利益 

(千円) 
5,395,080 6,836,279 12,555,227 

開示上の一株当たり中間(当期)純利益：       

基本一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
52.41 63.67 120.64 

希薄化後一株当たり 

中間(当期)純利益     （円) 
51.47 62.71 118.59 

仮定に基づく一株当たり 

中間(当期)純利益： 
      

基本一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
40.57 51.27 95.41 

希薄化後一株当たり 

中間(当期)純利益     (円) 
39.85 50.49 93.79 

付与されたワラントを利用した新株引受権および新株予約権の各ストック・オプションについての公正価値は、

付与日において、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で

終了する連結会計年度における付与に対して適用される次のような加重平均の前提条件に基づいて、ブラック・

ショールズ・オプション価格算定モデルを用いて、見積計算されております。 
平成 16年 6月 30日で終了する中間連結会計期間において、3.04年の想定期間、59.20％のボラティリティ、0.32％

の配当利回り、0.32％のリスクフリーレート、また平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において、3.04

～3.08 年の想定期間、52.41～59.20％のボラティリティ、0.28～0.32％の配当利回り、0.27～0.32％のリスクフ

リーレート。 
平成 16 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において上記

のように付与されるオプションの一株当たり加重平均公正価値は、それぞれ 1,682 円、1,682 円～1,788 円になっ

ております。平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間において、ストック・オプションを目的とする新

株予約権の発行はありませんでした。 
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（訂正箇所） 
「中間連結財務諸表注記 8.研究開発費および保守費、販売目的ソフトウェア」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前) 
8．研究開発費および保守費、販売目的ソフトウェア 
 
販売費、研究開発費および一般管理費に含まれる研究開発費および保守費は、研究開発費と保守費から構成

されます。 
  
オリジナルである英語版ソフトウェアに対する全てのテストの終了した時点までに発生した研究開発費は、

当期の損益に計上されます。このように損益に計上された研究開発費は、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30

日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において、それぞれ 

1,227,714 千円、2,196,929 千円、2,597,325 千円になっております。 
  
保守費は、新規発生したウイルスに対処するための製品のアップデート費用およびバグ保守費用によって構

成されています。保守費は、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年

12 月 31 日で終了する連結会計年度において、それぞれ 1,051,260 千円、694,846 千円、2,260,934 千円とな

っております。 

 
(訂正後) 
8．研究開発費およびソフト保守費、販売目的ソフトウェア 
 
オリジナルである英語版ソフトウェアに対する全てのテストの終了した時点までに発生した研究開発費は、

当期の損益に計上されます。このように損益に計上された研究開発費は、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30

日で終了する中間連結会計期間と平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において、それぞれ 

1,227,714 千円、2,196,929 千円、2,597,325 千円になっております。 
  
ソフト保守費は、新規発生したウイルスに対処するための製品のアップデート費用およびバグ保守費用によ

って構成されており、売上原価に計上されております。ソフト保守費は、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30

日で終了する中間連結会計期間と平成16年12月31日で終了する連結会計年度において、それぞれ1,051,260

千円、694,846 千円、2,260,934 千円となっております。 
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（訂正箇所） 
「中間連結財務諸表注記」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前) 

記載なし。 
 

(訂正後) 

下記を「17. 生産および販売の状況」の次に新たに記載。 
 
18. カスタマーサポート費 
 
カスタマーサポート費は主に給与、その他の人件費、間接費および外注費用から構成されており、顧客情報

の管理、顧客に対する教育推進、理想的なカスタマーサポートを探求するための調査研究、顧客からの問い

合わせ対応および電話口での顧客への販売促進といった活動がその背景に存在しております。カスタマーサ

ポート費は売上原価にて計上されており、平成 16 年および平成 17 年 6 月 30 日で終了する中間連結会計期

間、また平成 16 年 12 月 31 日で終了する連結会計年度において、それぞれ、2,717,490 千円、3,190,146 千

円、5,723,426 千円となっております。 
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・平成 17 年 12 月期個別中間財務諸表の概要の一部訂正 
 
（訂正箇所） 
「中間損益計算書」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前)      
(単位：千円) 

    

前中間会計期間 
自 平成 16 年１月１日 
至 平成 16 年６月 30 日 

当中間会計期間 
自 平成 17 年１月１日 
至 平成 17 年６月 30 日 

前事業年度 
要約損益計算書 

自 平成 16 年１月１日 
至 平成 16 年 12 月 31 日 

区分  金額 
百分比 

(％) 
金額 

百分比 
(％) 

金額 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高     18,409,928 100.0   22,421,912 100.0   39,771,157 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※6   1,009,709 5.5   632,448 2.8   1,937,717 4.9 

売上総利益     17,400,219 94.5   21,789,464 97.2   37,833,439 95.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,6   8,427,204 45.8   11,430,241 51.0   18,506,382 46.5 

営業利益     8,973,014 48.7   10,359,222 46.2   19,327,056 48.6 

 
(訂正後)       

(単位：千円) 

    

前中間会計期間 
(自 平成 16 年１月１日 
至 平成 16 年６月 30 日) 

当中間会計期間 
(自 平成 17 年１月１日 
至 平成 17 年６月 30 日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成 16 年１月１日 
至 平成 16 年 12 月 31 日) 

区分  金額 
百分比 

(％) 
金額 

百分比 
(％) 

金額 
百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高     18,409,928 100.0   22,421,912 100.0   39,771,157 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※6   3,415,490 18.6   2,777,909 12.4   7,143,023 18.0 

売上総利益     14,994,438 81.4   19,644,003 87.6   32,628,133 82.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,6   6,021,424 32.7   9,284,780 41.4   13,301,077 33.4 

営業利益     8,973,014 48.7   10,359,222 46.2   19,327,056 48.6 
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（訂正箇所） 
「注記事項、中間損益計算書関係」 
訂正箇所には下線を付しております。 
 

(訂正前)  
(単位：千円) 

  
前中間会計期間 

自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び 
販売促進費 1,594,464

従業員給与 
・賞与 1,321,643

退職給付費用 90,934

減価償却費 56,981

支払手数料 1,115,274

研究開発費 1,229,277

ソフト保守費 1,051,144

関係会社 
支払手数料 625,841

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び
販売促進費 2,870,044

従業員給与 
・賞与 1,400,219

退職給付費用 70,085

減価償却費 53,732

支払手数料 1,215,907

研究開発費 1,997,928

ソフト保守費 694,049

関係会社 
支払手数料 1,319,009

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び 
販売促進費 3,625,288

従業員給与 
・賞与 2,791,862

退職給付費用 182,812

減価償却費 121,073

支払手数料 2,440,765

研究開発費 2,600,209

ソフト保守費 2,260,626

関係会社 
支払手数料 1,554,453

  

 
 
(訂正後)  

(単位：千円) 
  

前中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び 
販売促進費 1,586,871

従業員給与 
・賞与 1,056,742

退職給付費用 72,048

減価償却費 47,281

支払手数料 449,578

研究開発費 1,229,277

関係会社 
支払手数料 625,841

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び
販売促進費 2,869,619

従業員給与 
・賞与 1,172,729

退職給付費用 54,909

減価償却費 44,497

支払手数料 467,452

研究開発費 1,997,928

関係会社 
支払手数料 1,319,009

  

※１ 販売費及び一般管理費の主要
項目 

広告宣伝費及び 
販売促進費 3,616,126

従業員給与 
・賞与 2,237,924

退職給付費用 144,831

減価償却費 100,542

支払手数料 1,005,875

研究開発費 2,600,209

関係会社 
支払手数料 1,554,453

  

 


