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平成 19 年３月期    中間決算短信（連結）          平成 18 年 11 月 17 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  金  住治 

問合せ先責任者 役職名  取締役      浦野 義朗    ＴＥＬ (03)5797-0040 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 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 65.5％ 

米国会計基準採用の有無  無 

 

１． 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

1,224  (   46.0)
838  (  ― ) 

△40 (  ― ）
△89 （ ― ）

△36 （  ― ）
 △86 （   ― ）

18 年 3 月期 1,890         △161         △153         
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

△38 （  ― ）
△48 （  ― ）

△4,830.44  
△6,110.14  

―   
―   

18 年 3 月期 △161         △20,051.00  ―   
(注)①持分法投資損益     18 年９月中間期  ― 百万円   17 年９月中間期  ―百万円 18 年 3 月期 ―百万円 
    ②期中平均株式数(連結)  18 年９月中間期    8,060 株  17 年９月中間期   8,016 株 18 年 3 月期 8,031 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，中間（当期）純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率 
 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

1,524     
1,276     

907    
1,056    

 59.5   
82.8   

112,066.10   
131,370.69   

18 年 3 月期 1,249     947    75.8   117,699.58   
(注)期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 8,087 株    17 年 9 月中間期 8,044 株     18 年 3 月期 8,046 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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

△18    
△122    

△1  
140   

196   
△3    

653   
532   

18 年 3 月期 △207    156   △2    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)   ―社 (除外)   ―社    持分法 (新規)   ―社 (除外)   ―社 
 
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 

 百万円 百万円 百万円

通   期 2,537    31    31    
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）3,864 円 73 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。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料 6 ページをご参照ください。 
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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16社、

関連会社６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10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 

他1社 

（株）フォーバル（親会社） 

ネットワーク関連事業 

その他 
他9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。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針 
 

当社グループは、適正な株価形成及び投資家層の拡大のため、株式の流動性を図ることは重要な施策であ

ると認識しております。当社といたしましては投資単位に関しては、業績および市場の要請などを勘案し、

費用ならびに効果を慎重に検討したうえで対処してまいりたいと考えております。 
 

(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売上高経常利益率を重視しております。現在短期的

な目標を設定し公表するようなことは行っておりませんが、更なる改善を目指してまいりたいと考えており

ます。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

昨今のセキュリティー脅威は更に増大・多様化する傾向にあり、今後ともこの傾向は続いていくと予測さ

れています。特に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、脅威の内容も多様

化しており、企業ネットワークやシステムへの外部からの不正アクセスなどの対策に留まらず、情報漏洩対

策や内部統制強化など、コンプライアンスや企業の社会的責任を全うするためのセキュリティ対策が重要に

なってきています。特に、近年のセキュリティ脅威は企業に与える被害も甚大化しており、こうした被害を

未然に防ぐことが企業経営にとって 重要課題になりつつあります。 

このような環境の中、お客様が真に必要としているのは、セキュリティ製品ごとのパーツ提供ではなく、

導入から運用支援に至る総合的なサービスの提供であり、総合的に IT セキュリティーサービスを提供する

パートナーの存在が求められていると認識しています。 

当社は、総合 IT セキュリティーサービス・ベンダーとして、お客様の「安心と安全」を確保するととも

に、コンプライアンス強化に関する支援などを通じて、お客様の企業価値をさらに向上させるための支援を

させていただくことを目標とし、下記の3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、高い成長率、収益率の確保を目指します。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セキュリティ商品の単独の提供にとどまらず、製品とサービスを組み合わせたソリューションとしてお客

様に総合的な「安心と安全」を提供してまいります。そのために、新しいサービスの開発や商材の発掘を

積極的に行い、付加価値の高いビジネスの創出を行ってまいります。特に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、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、人材派遣ビジネ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。 

③上記を短期間で実現する為に、より一層の体制強化を図り、Ｍ＆Ａを含めた資本・業務提携などの戦略を

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 

1)業容の拡大とグループ経営のシナジー効果の追求 

多様化するITセキュリティ市場に迅速に対応し業容の拡大を図り、成長戦略を軌道に乗せることが当社

の重要課題のひとつであると認識しています。新たな顧客基盤作りのためのチャネル開拓や、新たなサービ

ス開発などを通じた新しいビジネスの創出が必要であり、そのための施策としてＭ＆Ａを含めた業務・資本

提携を積極的に推進して行きます。また併せてグループ経営のシナジーを高めるよう経営効率の改善を行い

グループでの経営資源を 大限活用していきたいと考えています。 

2)高付加価値ビジネスの創出 

商品販売を中心としたディストリビューションモデルから、付加価値の高いソリューション、サービスビ

ジネスへの転換を図ってまいります。特に弊社の強みを活かしたセキュリティ商品とサービスを組み合わせ

たソリューションの展開や、セキュリティに特化したアウトソーシングサービスなど付加価値の高いビジネ

スを大きな柱に成長させていきます。 

3) 顧客満足度の向上 

企業におけるセキュリティ対策は、新たな脅威に対抗するため常に 新の対策をとる必要があります。当

社は長年培ってきた技術サポートノウハウと 新の情報を組み合わせ、お客様のセキュリティ対策のご支

援をさせていただいています。お客様の満足度を高めることがすなわちお客様の万全なセキュリティ体制

の維持に繋がると確信し、今後とも顧客向け技術サポート体制システムの改善強化を図ってまいります。

 

(7）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

（平成 18 年 9 月 30 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 65.5 

（0.0） 

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ります。 

 

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 

当社はグループ相乗効果の拡大を目指し、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月より当社の一部取扱

商品の代理店として販売活動を行っており、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月より当社のアンチウイルスサービスの代理店として販売活動を行っております。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一部の役員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 

当中間連結会計期間のわが国経済は、原油価格の高騰などの不安要因はあったものの、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、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において当社グループは新経営体制のもと、営業・企画・サービス部門の強化を図

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や総合セキュリテ

ィ・サービスベンダーへの転換を図るべく新しいソリューション、サービスの開発にも積極的に取り組み、

鋭意販売活動を実施し、収益力の回復に努めてまいりました。特に中小企業向け統合型セキュリティアプ

ライアンス商品の販売はフォーバル・グループ直販部隊との協業を強力に推進した結果、大幅に伸張し、

売上・利益の確保に大きな貢献をしました。大手企業向けの主力商品は需要の一巡化や競争の激化の影響

を受け苦戦しましたが、全体としてはほぼ当初の予想どおりの売上・粗利の確保ができました。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。 

一方、利益面においては、当初見込みの範囲ではありますが、経営体制の強化に伴う販売費、一般管理

費の増加や競争激化による粗利率の低下などが影響し、経常損失を計上しております。 

以上の結果、当中間連結会計期間内の業績は以下のとおりとなりました。売上高は、1,224 百万円(前

年同期比46％増)となり、経常損失は36百万円(前年同期は86百万円の経常損失)､当期純損失は38百万

円(前年同期は48百万円の純損失)となりました。 

なお、事業部門別の業績は次のとおりであります。 
 

【プロダクトセールス事業部門】 

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

向けを中心に前年比176％増と大きく売上が伸張し、当事業部門の47％を占めることとなり、主力のファ

イアウォール商品(ライセンス)の32％を大きく超えるまでに成長しました。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、当事業部門の売上高は 590 百万円(前年同期比 50％増)となりました。また当事業部門の

売上比率は48％となりました。 

【保守サービス事業部門】 

当事業部門は、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。特に主力商品であるファイァーウォール商品の保守については

顧客・パートナーに対する技術面でのサポートが高く評価されており、その売上は保守売上全体の73%を

占め安定的に推移しています。 

以上の結果、当事業部門の売上高は465 百万円(前年同期比17％増)となり売上比率は38％となりまし

た。 

【プロフェッショナルサービス事業部門】 

当事業部門は、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導入設置、教育、人

材派遣などのサービスビジネスであり、当社の今後の大きな柱に成長させていく分野と位置づけていま

す。現在、当社グループが提供中のアンチウイルスサービスは契約件数が当中間期末で7,000件超となり

ました。また、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。上記以外の新しいソリューシ

ョンやサービスに関しても顧客への提案活動を鋭意行っており今後のビジネス拡大に期待しています。 

以上の結果、当事業部門の売上高は 168 百万円(前年同期比 244％増)となり売上比率は 14％となりま

した。 
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(2）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の中間期末残高

は、財務活動によるキャッシュ・フローの増加と営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フ

ローの減少により、前連結会計年度に比べ 178 百万円増加し、653 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、仕入債務の増加 68 百万円、未払

消費税の減少 24 百万円、減価償却費 12 百万円があった一方、減少要因として、税金等調整前

中間純損失による 36 百万円、売上債権の増加 54 百万円等、たな卸資産の増加 63 百万円があ

ったことから 18 百万円の減少となりました。  

（投資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・フローは、増加要因として、前連結会計年度末に売却した投

資有価証券の売却収入 8 百万円があった一方、減少要因として、固定資産の購入による 9 百

万円があったことから 1 百万円の減少となりました。 

（財務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・フローは、増加要因として、短期借入金による収入 200 百万円

等があった一方、減少要因として、配当金の支払 8 百万円があったことから 196 百万円の増加

となりました。 

 

(3) 通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、年度末需要における大手企業向け商品の売上増大が期待できるとと

もに、好調の統合型セキュリティアプライアンス商品、内部統制強化・情報漏えい防止系商品やソリ

ューションサービスの拡販により通期での黒字化を見込んでいます。 

通期の業績見通しにつきましては、当初予想通り連結売上高は2,537百万円、経常利益31百万円、当

期純利益31百万円を見込んでおります。 

 

 

(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、当中間連結会計期間末

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 

     当社グループは､これまで独自に市場調査・分析を行い顧客のニーズに応える商品を提供で

きるベンダーとディストリビューション契約を含めたパートナー契約を締結してまいりまし

た。現時点での当社グループの主力商品であるチェックポイント社製商品およびフォーティ

ネット社製商品の日本国内でのディストリビューション契約を締結している企業は、当社を

含めて複数社ありますが、これまで当社はチェックポイント社ならびフォーティネット社と

の関係強化､日本でのシェアの確保に努めてまいり、現在も良好な関係を築いております。 

 今後､この両社をはじめとした当社取扱いの主力商品のベンダーが当社の予期せぬような

大幅な販売チャネル拡大などの方針変更を行う場合や、他のベンダーがはるかに競争力を持

った 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､新商品開発情報や市

場として先行している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、国内外の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､ベンダーや､販売パ

ートナー､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。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、当中間連結会計期間においては 36%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 

当社グループはシステムインテグレータやリセラー等の販売パートナー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、当社グループの当中間連結会計期間売上高のうち

60％超は、株式会社フォーバル、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、日

本電気通信システム株式会社、ネクストコム株式会社、株式会社日立情報システムズ、株式会社ネッ

トワールドの販売先上位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。 



－  － 

 

 

8

 

 

 
 

 

 

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、あるいは、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に関する基本契約を締結し､それらの契約

に基づい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。また､大半の契約は非独占

契約となっております。 

当中間連結会計期間末現在､当社グループは 10 社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。 

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．中間連結財務諸表等 

 

 (1)中間連結財務諸表 

  ①中間連結貸借対照表 
  （単位：千円）

前中間連結会計期間末

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

期  別 

 

科  目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（資産の部）  ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  220,273 317,306  146,206 

２．受取手形及び売掛金 ※1 304,841 458,249  403,875 

３．有価証券  312,691 336,330  329,078 

４．たな卸資産  89,985 170,521  106,799 

５．繰延税金資産  518 722  684 

６．その他  93,951 63,549  82,500 

流動資産合計  1,022,261 80.1 1,346,680 88.3 1,069,144 85.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1) 建物  16,574 14,235  15,323 

(2) 器具備品  22,609 20,510  21,571 

有形固定資産合計  39,184 3.1 34,746 2.3 36,895 2.9

２．無形固定資産  21,903 1.7 19,263 1.3 21,238 1.7

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  83,308 58,950  58,735 

(2) 繰延税金資産  42,774 7,995  9,098 

(3) その他  66,779 56,643  54,230 

投資その他資産合計  192,861 15.1 123,588 8.1 122,064 9.8

固定資産合計  253,950 19.9 177,597 11.7 180,199 14.4

資産合計  1,276,212 100.0 1,524,277 100.0 1,249,343 100.0
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（単位：千円）

前中間連結会計期間末

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  159,273 280,327  211,845

２．短期借入金  － 200,000  －

３．未払法人税等  1,153 1,751  1,318

４．未払消費税等  453 26,605  1,669

５．その他  44,555 94,073  73,669

流動負債合計  205,436 16.1 602,758 39.5 288,503 23.1

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  14,029 14,252  13,829

固定負債合計  14,029 1.1 14,252 1.0 13,829 1.1

負債合計  219,466 17.2 617,010 40.5 302,332 24.2
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前中間連結会計期間末
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

  ％ ％ ％

(少数株主持分)   

少数株主持分  － － － － － －

   

(資本の部）   

Ⅰ 資本金  441,832 34.6 － － 441,990 35.4

Ⅱ 資本剰余金  134,132 10.5 － － 134,290 10.7

Ⅲ 利益剰余金  514,509 40.3 － － 402,458 32.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △33,728 △2.6 － － △31,729 △2.5

資本合計  1,056,745 82.8 － － 947,010 75.8

  負債、少数株主持分及び資本合計 1,276,212 100.0 － － 1,249,343 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 1. 資本金  － － 444,336 29.1 － －

 2. 資本剰余金  － － 136,636 9.0 － －

 3. 利益剰余金  355,479 23.3 

  株主資本合計  － 936,451 61.4 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

 1. その他有価証券評価差額金 － △30,173  －

   評価・換算差額等合計  － － △30,173 △2.0 － －

Ⅲ 新株予約権  － － 989 0.1 － －

   純資産合計  － － 907,268 59.5 － －

   負債純資産合計  － － 1,524,278 100.0 － －

 
 



－  － 
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  ②中間連結損益計算書

（単位：千円）

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年4月 1日 
  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日) 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

   

Ⅰ 売上高  838,797 100.0 1,224,413 100.0 1,890,552 100.0

Ⅱ 売上原価  698,388 83.3 985,421 80.5 1,568,872 83.0

売上総利益  140,408 16.7 238,991 19.5 321,679 17.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 230,264 27.4 279,551 22.8 483,460 25.6

営業損失  89,855 △10.7 40,559 △3.3 161,780 △8.6

Ⅳ 営業外収益   

  １．受取利息  3,513 6,576 7,889 

 ２．受取配当金  487 ― 487 

 ３．その他  224 352 224 

   営業外収益計  4,225 0.5 6,928 0.6 8,601 0.5

Ⅴ 営業外費用   

   １．支払利息  19 144 19 

  ２．為替差損  974 2,964 295 

      営業外費用計  994 0.1 3,109 0.3 314 0.0

経常損失  86,624 △10.3 36,739 △3.0 153,494 △8.1

Ⅵ 特別利益   

   １．投資有価証券売却益  81,452 9.7 ― ― 90,219 4.8

Ⅶ 特別損失   

   １．固定資産除却損  ※2 7,803 ― 7,918 

2. たな卸資産廃棄損   ※2 ― ― 2,126 

3. 特定商品取扱中止損 ※2 ― ― 12,650 

特別損失計  7,803 0.9 ― ― 22,695 1.2

税金等調整前中間(当期)純損失 12,976 △1.5 36,739 △3.0 85,969 △4.5

法人税、住民税及び事業税  863 0.1 1,128 0.1 1,552 0.1

法人税等調整額  35,139 4.2 1,065 0.1 73,507 3.9

中間(当期)純損失  48,978 △5.8 38,933 △3.2 161,029 △8.5

   
   



－  － 
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③ 中間連結剰余金計算書    

 
（単位：千円）

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年4月 1日 
  至 平成17年9月30日) 

前連結会計年度 
 

 (自 平成17年4月 1日 
   至 平成18年3月31日) 

期  別 

 

 

 

 

科  目 金 額 金 額 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   131,708  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 2,424 2,424 2,582 2,582 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高   134,132  134,290 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   571,490  571,490 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

１.配当金  8,002  8,002  

２.中間(当期)純損失  48,978 56,980 161,029 169,031 

Ⅲ  利益剰余金中間期末(期末)残高   514,509  402,458 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－  － 
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 
 

 当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

（単位：千円） 

株   主   資   本 
 

 

 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18年 3月 31日残高 441,990 134,290 402,458 978,739

中間連結会計期間中の

変動額 

 

 

新株の発行 2,345 2,345  4,691

剰余金の配当 (注) △8,046 △8,046

中間純損失 (△) △38,933 △38,933

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

 

中間連結会計期間中の

変動額合計 
2,345 2,345 △46,979 △42,287

平成 18年 9月 30日残高 444,336 136,636 355,479 936,451

 
 

 

評価・換算差額等
 

 

 

 その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成 18年 3月 31日残高 △31,729 － 947,010 

中間連結会計期間中の

変動額 

 

 

 

 

 

 

新株の発行 4,691 

剰余金の配当 (注) 
 

 

 

 
△8,046 

中間純損失 (△) 
 

 

 

 
△38,933 

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額） 

1,555 989 2,545 

中間連結会計期間中の

変動額合計 
1,555 989 △39,742 

平成 18年 9月 30日残高 △30,173 989 907,268 

 
(注)平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 



－  － 

 

 

15

⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

前中間連結会計期間 
 

(自 平成17年4月 1日
  至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間 
 

(自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

(自 平成17年4月 1日
  至 平成18年3月31日)

期  別 

 

 

 

 

科  目 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間(当期)純損失(△) △12,976 △36,739 △85,969 

減価償却費  12,866 12,649 28,096 

株式報酬費用  ― 989 ―

退職給付引当金の増加額  1,025 422 824 

受取利息及び受取配当金  △4,001 △6,576 △8,376 

支払利息  19 144 19 

投資有価証券売却益  △81,452 ― △90,219 

有形固定資産除却損  7,803 ― 7,918 

売上債権の増減額   （増加：△）  191,030 △54,373 91,996 

たな卸資産の増減額  （増加：△）  59 △63,722 △16,754 

仕入債務の増減額   （減少：△）  △167,419 68,481 △114,847 

未払消費税等の増減額 (減少：△)  △27,731 24,936 △26,515 

その他  △44,082 30,155 △383 

小計  △124,858 △23,633 △214,211

利息及び配当金の受取額  3,995 6,613 8,340

利息の支払額  △19 △288 △19

法人税等の支払額  △1,348 △1,073 △1,870

営業活動によるキャッシュ・フロー  △122,230 △18,381 △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  △22,192 △7,604 △24,287

無形固定資産の取得による支出  △7,455 △1,800 △11,175

投資有価証券の売却による収入  168,014 8,143 189,541

保証金の差入による支出  △29,338 ― △29,338

差入保証金の回収による収入  31,344 ― 31,344

投資活動によるキャッシュ・フロー  140,373 △1,260 156,084

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  ― 200,000 ―

株式の発行による収入  4,849 4,691 5,165

配当金の支払額  △8,002 △8,037 △8,138

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,152 196,653 △2,973

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  15,894 1,340 27,852

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  30,884 178,352 △26,795

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  502,081 475,285 502,081

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  532,965 653,637 475,285

 
 



－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

期  別
 
項  目 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 
  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
 (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 

株式会社クリエーティブソ

リューションズについては、当

中間連結会計期間において新

たに設立したため連結子会社

に含めております。 

連結子会社の数 1社 

株式会社クリエーティブソ

リューションズ 

連結子会社の数 1社 

株式会社クリエーティブ

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

がないため、該当事項はありま

せん。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日 

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左 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 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

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。 

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

 － 

 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

 

② たな卸資産 

同左 

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他の有価証券 

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 

同左 

 

② たな卸資産 

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。 

（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 

同左 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

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 

同左 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同左 



－  － 
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期  別
 
項  目 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 
  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
 (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、当中間連結会計

期間末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

② 退職給付引当金 

同左 

（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

② 退職給付引当金 

   当社の従業員の退職給付

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、

中間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。 

（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 

同左 

（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。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

同左 

（5）重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 （6）その他中間連結財務諸

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。 

（6）その他中間連結財務諸

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 

同左 

（6）その他中間連結財務諸

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 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書(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 同左 



－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３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」（「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

適用指針第6号 企業会計基準委員会 

平成15年10月31日）を当中間会計期間か

ら適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり   

ません。 

― （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」（「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

適用指針第6号 企業会計基準委員会 

平成15年10月31日）を当中間会計期間か

ら適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり   

ません。 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

  当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第5号 

平成17年12月９日)及び｢貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針｣(企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は、906,278千円であり

ます。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の

部については、中間連結財務諸表規

則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しており

ます。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号)及び「ス

トック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年５月31日 企業会

計基準適用指針第11号)を適用してお

ります。 

これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前中間純損失が989千円

増加しております。 

― 
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注記事項 

 (中間連結貸借対照表関係) 

   
前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
 (平成18年9月30日) 

前連結会計年度末 
 (平成18年3月31日) 

※1       ― 

 

 

 

※1 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれ

ております。 

受取手形    1,125千円 

※1        ― 

 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

48,087千円   

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

60,560千円 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

54,431千円 

 
 
（中間連結損益計算書関係）  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
 (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  11,203千円 

        役員報酬   26,699千円 

        給与手当     82,364千円 

        地代家賃     10,798千円 

        諸手数料     14,437千円 

        業務委託費   14,147千円 

         退職給付費用  2,748千円  

※2 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

    建物      7,803千円 

※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   7,668千円 

        役員報酬   34,903千円 

        給与手当    107,453千円 

        地代家賃     17,477千円 

        諸手数料     25,836千円 

        業務委託費   10,997千円 

         退職給付費用  2,395千円  

※2            ― 

※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容は次のと

おりであります。 

    建物      7,803千円 

    器具備品      114千円 

            7,918千円 
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(中間連結株主資本変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数(株) 

当中間連結会計期

間増加株式数(株) 

当中間連結会計期

間減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式      

普通株式（注）  8,046 41 ― 8,087

         合計 8,046 41 ― 8,087

自己株式     

  普通株式 ― ― ― ― 

      合計 ― ― ― ― 

 （注）普通株式の増加は、ストック・オプションの行使によるものです。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 当中間連結会計期間末残高（千円） 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションと 

しての新株予約権 
989

連結子会社           ― ―

合計 989

 

３.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当金

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 24 日 

定時株主総会 
普通株式 8,046 1,000 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 27 日

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
 (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中間期末残

高と中間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17年9月30日現在） 

現金及び預金勘定      220,273千円 

有価証券勘定         312,691千円 

現金及び現金同等物    532,965千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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9月30日現在） 

現金及び預金勘定      317,306千円 

有価証券勘定         336,330千円 

現金及び現金同等物    653,637千円 

 

※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 
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（リース取引関係） 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
 (自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 
 (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中間期末残高相当

額 

 取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

中間期末 

残高 

相当額 

（千円） 

器具 

備品 
3,016 754 2,262 

合計 3,016 754 2,262 

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 

   1年内        586千円 

   1年超       1,724千円 

   合計        2,310千円  

(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     329千円 

   減価償却費相当額   301千円 

   支払利息相当額    43千円 

(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 

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中間期末残高相当

額 

 取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

中間期末

残高 

相当額

（千円）

器具

備品
3,016 1,357 1,658 

合計 3,016 1,357 1,658 

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

   1年内        607千円 

   1年超       1,116千円 

   合計        1,724千円  

(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     329千円 

   減価償却費相当額   301千円 

   支払利息相当額    33千円 

(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 

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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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成 17 年 9 月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 取 得 原 価 
中間連結貸借対照表 
計 上 額 

差 額 

(1)株式 9,220 26,713 17,493 

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 9,220 26,713 17,493 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

 非上場株式 56,595 

 Money Market Funds 312,691 

 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日） 

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．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式                       58,950 

 Money Market Funds                                  336,330   

 

前連結会計年度末（平成 18 年 3 月 31 日） 

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．時価評価されていない主な有価証券の内容 (単位：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 
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デリバティブ取引関係 

 

前中間連結会計期間末（平成 17 年 9 月 30 日） 

契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成 18 年 9 月 30 日） 

契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計期間末（平成 18 年 3 月 31 日） 

契約額等の残高がないため該当事項はありません。 

 

 

ストック･オプション等関係 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日） 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用    989 千円 

 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)当社と付与対象者との間の契約で、対象勤務期間を 3 期間に分割しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年6月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役2名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 220 

付与日 平成18年9月8日 

権利確定条件 
付与日（平成18年9月8日）から権利確定日まで継続して

勤務していること 

対象勤務期間                （注） 

平成18年9月8日～平成20年6月30日 

平成18年9月8日～平成20年12月31日 

平成18年9月8日～平成21年12月31日 

権利行使期間 
平成20年7月1日 

～平成28年6月25日 

権利行使価格（円） 244,479 

付与日における公正な評価単価（円） 152,992 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

    前中間連結会計期間(自平成 17 年 4月 1日 至平成 17 年 9 月 30 日)、当中間連結会計期間（自平成 18 年

4月 1日 至平成 18 年 9月 30 日）及び前連結会計年度(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 

前中間連結会計期間(自平成 17 年 4 月 1日 至平成 17 年 9月 30 日)、当中間連結会計期間（自平成 18 年 4

月 1日 至平成 18 年 9月 30 日）及び前連結会計年度(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 

前中間連結会計期間(自平成 17 年 4 月 1日 至平成 17 年 9月 30 日)、当中間連結会計期間（自平成 18 年 4

月 1日 至平成 18 年 9月 30 日）及び前連結会計年度(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。 

 

 

 

 

（１株当たり情報）   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

 (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 131,370円69銭 １株当たり純資産額 112,066円10銭 １株当たり純資産額 117,699円58銭

１株当たり中間純損失   6,110円14銭 １株当たり中間純損失   4,830円44銭 １株当たり当期純損失 20,051円00銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純損失

が計上させているため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純損失

が計上されているため記載しておりませ

ん。 

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。 

 
 

１.１株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日)

当中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

前事業年度末 

(平成 18 年３月 31 日) 

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 907,268 ― 

普通株式に係る純資産額(千円) 906,278  

差額の主な内訳(千円) 

新株予約権 

 

― 

 

989 

 

― 

普通株式の発行済株式数(株) ― 8,087 ― 

普通株式の自己株式数(株) ― ― ― 

1 株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 

― 8,087 ― 
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  ２.１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

  至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

 (自 平成18年4月 1日 

   至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年4月 1日 

   至 平成18年3月31日)

１株当たり中間(当期)純損失  

中間(当期)純損失 (千円) 48,978 38,933 161,029 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 48,978 38,933 161,029 

期中平均株式数(株) 8,016 8,060 8,031 

    

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益    

中間(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株当たり中間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 163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  22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 

 

 

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   58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   15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   80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   40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 

 

平成18年６月24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  220株 

 

 

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 

 

  
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産、受注実績 

   当社グループは、受注生産は行っておりません。 

 

(2) 仕入実績 

   当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 

 至 平成18年 9月30日) 

前年同期比 (%) 

プロダクトセールス事業（千円） 478,417 147.4 

保守サービス事業（千円） 348,224 125.4 

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ事業（千円） 15,540 61.2 

合計（千円） 842,181 134.2 

  （注）1.当中間連結会計期間から事業部門の区分を変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期

間分を変更後の区分に組み替えて行っております。 

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

    当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 

 至 平成18年 9月30日) 

前年同期比 (%) 

プロダクトセールス事業（千円） 590,048 150.2 

サポートサービス事業（千円） 465,457 117.3 

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ事業（千円） 168,907 343.9 

合計（千円） 1,224,413 146.0 

（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。 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年 4月 1日 

 至 平成17年 9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 

  至 平成18年 9月30日) 相手先 

金額（千円） 割合（%） 金額（千円） 割合（%） 

㈱フォーバル 33,785 4.0 153,778 12.6 

ネットワンシステムズ㈱ 117,452 14.2 137,733 11.2 

㈱データコントロール 81,382 9.7 125,567 10.3 

日本電気通信システム㈱ 114,600 13.8 121,773 9.9 

ネクストコム㈱ 110,752 13.4 105,536 8.6 

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


