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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 7,235 9.3 1,705 △1.7 1,721 △2.0

17年12月期 6,622 21.4 1,734 42.4 1,756 38.3

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 1,028 △6.7 2,275 00 2,259 99 8.9 11.2 23.8

17年12月期 1,101 54.0 2,452 56 2,418 43 10.6 12.7 26.5

（注）①期中平均株式数 18年12月期 451,920株 17年12月期 449,080株

②会計処理の方法の変更 無

③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、対前期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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12月期 16,102 12,072 75.0 26,681 08

17年12月期 14,759 11,001 74.5 24,392 15

（注）①期末発行済株式数 18年12月期    452,467株 17年12月期 451,036株

②期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 3,783 813 477

通　期 8,192 1,899 1,052

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,325円03銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 － － － － － －

18年12月期 － － － － － －

19年12月期（予想） － － －    

※　１株当たり予想当期純利益（通期）は、18年12月期期末発行済株式数452,467株に基づいて計算しています。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決算短信（連結）の添付資料７ページを参照して下さい。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18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 3,227,646 4,517,078

２．売掛金 557,814 615,291

３．貯蔵品 11,175 22,758

４．前払費用 ※２ 351,813 331,182

５．繰延税金資産 1,112,689 1,210,313

６．未収入金 ※２ 33,253 55,500

７．その他  － 1,798

８．貸倒引当金 △3,421 －

流動資産合計 5,290,970 35.8 6,753,922 41.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 381,005 457,709

減価償却累計額 126,807 254,198 154,729 302,979

(2）工具器具及び備品 979,995 1,118,319

減価償却累計額 425,583 554,411 576,607 541,711

(3) 建設仮勘定 20,271 9,616

有形固定資産合計 828,881 5.6 854,307 5.3

２．無形固定資産

(1）営業権 32,152 －

(2）ソフトウェア 596,871 635,600

(3）電話加入権 1,686 1,686

無形固定資産合計 630,709 4.3 637,286 4.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  49,000 49,000

(2）関係会社株式  6,128,203 6,216,841

(3）長期前払費用  ※２ 1,584,276 1,343,161

(4）差入保証金 243,100 242,770

(5）繰延税金資産 4,589 5,581

投資その他の資産合計 8,009,169 54.3 7,857,355 48.8

固定資産合計 9,468,760 64.2 9,348,949 58.1

資産合計 14,759,730 100.0 16,102,872 100.0
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18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 152,555 266,655

２．未払金 ※２ 378,048 304,473

３．未払費用 69,101 66,047

４．未払法人税等 582,292 444,019

５．未払消費税等 82,990 69,651

６．前受金  2,436,781 2,823,097

７．預り金 5,686 5,727

８．賞与引当金 50,534 50,893

流動負債合計 3,757,992 25.5 4,030,565 25.0

負債合計 3,757,992 25.5 4,030,565 25.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 3,990,961 27.0 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 4,898,559 －

資本剰余金合計 4,898,559 33.2 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．当期未処分利益 2,112,217 －

利益剰余金合計 2,112,217 14.3 － －

資本合計 11,001,738 74.5 － －

負債・資本合計 14,759,730 100.0 － －

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  4,012,187 24.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   4,919,785   

資本剰余金合計   － －  4,919,785 30.6

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   3,140,334   

利益剰余金合計   － －  3,140,334 19.5

株主資本合計   － －  12,072,307 75.0

純資産合計   － －  12,072,307 75.0

負債・純資産合計   － －  16,102,872 100.0

       

－ 37 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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  6,622,443 100.0 7,235,656 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 2,233,081 33.7 2,788,766 38.5

売上総利益 4,389,361 66.3 4,446,890 61.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１，２ 2,654,770 40.1 2,741,512 37.9

営業利益 1,734,591 26.2 1,705,377 23.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 779 3,669

２．仮受金精算益 － 3,662

３．為替差益 220 －

４．内部統制強化補助金 ※２ 1,935 －

５．セキュアシール変更 
補助金

※２ 11,159 －

６．コーポレートブランディ
ング補助金

※２ 1,581 －

７．受取補償金  10,500 9,500

８．雑収入  713 26,888 0.4 551 17,383 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．為替差損 － 297

２．新株発行費 4,630 －

３．株式交付費 － 1,220

４．雑損失 49 4,680 0.1 － 1,517 0.0

経常利益 1,756,799 26.5 1,721,243 23.8

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益  －   3,421   

２．前期損益修正益 ※３ 1,959 1,959 0.0 29,802 33,223 0.5

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※４ 712   156   

２．前期損益修正損 ※５ 10,423 11,135 0.1 17,489 17,646 0.2

税引前当期純利益 1,747,623 26.4 1,736,821 24.0

法人税、住民税及び 
事業税

760,944 807,320

法人税等調整額 △114,716 646,228 9.8 △98,616 708,704 9.8

当期純利益 1,101,394 16.6 1,028,116 14.2

前期繰越利益 1,010,822 －

当期未処分利益 2,112,217 －
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売上原価明細書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　材料費  251,094 11.2 384,355 13.8

Ⅱ　労務費 408,446 18.3 427,544 15.3

Ⅲ　経費 ※１，２ 781,778 35.0 1,075,246 38.6

Ⅳ　ロイヤルティ 791,762 35.5 901,618 32.3

合計 2,233,081 100.0 2,788,766 100.0

　（注）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．経費の主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

※１．経費の主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

外注費 290,485千円

賃借料 134,523

減価償却費 129,918

外注費 418,590千円

賃借料 115,501

減価償却費 189,804

※２．前期まで「経費」に含めていた材料費は、当期よ

り「材料費」として表示することとしました。前

期の材料費は「経費」に143,492千円含まれており

ます。  

──────
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書  

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年３月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,112,217

Ⅱ　次期繰越利益 2,112,217

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
3,990,961 4,898,559 4,898,559 2,112,217 2,112,217 11,001,738 11,001,738

事業年度中の変動額

新株の発行 21,226 21,225 21,225 － － 42,451 42,451

当期純利益 － － － 1,028,116 1,028,116 1,028,116 1,028,116

事業年度中の変動額合計

（千円）
21,226 21,225 21,225 1,028,116 1,028,116 1,070,568 1,070,568

平成18年12月31日　残高

（千円）
4,012,187 4,919,785 4,919,785 3,140,334 3,140,334 12,072,307 12,072,307
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

　同　左

 (2）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）その他有価証券

　     時価のないもの

同　左

２．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

３．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

耐用年数は以下のとおりであります。

建　　　　　　物 ５～18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

(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

(3）営業権

　５年間で均等償却しております。

────── 

４．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）株式交付費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５．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

(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。

(2）賞与引当金

同　左

６．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

７．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
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

８．その他財務諸表作成のた

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

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、「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。

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、変わりはあ

りません。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 　　────── 

　

 　（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　

実務対応報告19号）を適用しております。

　これに伴い、前事業年度における営業外費用の「新株

発行費」は、当事業年度より「株式交付費」として処理

する方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。 

 　　────── 

 

　　（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31

日）を適用しております。この変更による損益への影響

はありません。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 （貸借対照表）

　前期まで未払金と未払費用に含めていた買掛金は、当

期より区分掲記することとしました。

　なお、前期末の買掛金は、未払金に5,525千円、未払費

用に21,771千円含まれております。

────── 

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

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．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

前払費用 240,000千円

未収入金 6,947千円

長期前払費用 1,560,000千円

未払金 209,854千円

※２．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

前払費用 244,501千円

未収入金 21,088千円

長期前払費用 1,320,000千円

未払金 249,190千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は59％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は46％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

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

役員報酬 100,587千円

給与手当 945,573

賞与引当金繰入額 79,831

支払報酬 229,620

賃借料 194,570

広告宣伝費 175,124

減価償却費 158,962

ライセンス料 240,000

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上原価 785,655 千円

販売費及び一般管理費 240,500

内部統制強化補助金 1,935

セキュアシール変更補助金

（注）

11,159

コーポレートブランディン

グ補助金（注）

1,581

(注）セキュアシール変更補助金及びコーポレートブラ

ンディング補助金は、ベリサイン セキュアシー

ルのグローバルな変更に伴い、当社で発生する費

用の一部をベリサイン・インクが負担することを

目的に、ベリサイン・インクから支給された補助

金です。

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上原価 1,073,408 千円

販売費及び一般管理費 240,000
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※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。

※３．前期損益修正益

ベリサイン・インクから購入した商品について代金

の支払免除を受けたこと及び賞与引当金の取崩等によ

るものであります。

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 431千円

工具器具及び備品 281

計 712

工具器具及び備品 156千円

計 156

 ※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。

 ※５．前期損益修正損

主に過年度において計上すべき売上原価の計上もれに

基づくものであります。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

(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

　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、財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定に従い、記載を省略しております。

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。

②　有価証券

前事業年度（平成17年12月31日現在）

　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。

当事業年度（平成18年12月31日現在）

　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。
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③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日現在）

当事業年度
（平成18年12月31日現在）

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

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

流動資産

（繰延税金資産）

前受金 1,160,065千円

賞与引当金 51,468

未払費用 22,207

未払事業税 53,423

その他 3,743

繰延税金資産合計 1,290,909

（繰延税金負債）

見積原価 178,220

繰延税金負債合計 178,220

繰延税金資産の純額 1,112,689

固定資産

（繰延税金資産）

一括償却資産 4,511千円

その他 77

繰延税金資産合計 4,589

流動資産

（繰延税金資産）

前受金 1,328,557千円

賞与引当金 20,866

未払費用 21,388

未払事業税 35,152

その他 4,503

繰延税金資産合計 1,410,468

（繰延税金負債）

見積原価 200,155

繰延税金負債合計 200,155

繰延税金資産の純額 1,210,313

固定資産

（繰延税金資産）

一括償却資産 5,553千円

その他 28

繰延税金資産合計 5,581

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）

ＩＴ投資減税による税額控除 △4.3

住民税均等割 0.5

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.0

法定実効税率 41.0％

（調整）

ＩＴ投資減税による税額控除 △0.5

人材投資減税による税額控除 △0.1

住民税均等割 0.5

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

１株当たり純資産額 26,681円08銭

１株当たり当期純利益 2,275円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
2,259円99銭

（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 1,101,394 1,028,116

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,101,394 1,028,116

期中平均株式数（株） 449,080 451,920

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） 6,337 3,000

（うち新株引受権及び新株予約権） (6,337) (3,000)

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

含まれなかった潜在株式の概要

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 　　普通株式　 84株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 　　普通株式　 56株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 　　普通株式　 68株

平成16年３月26日定時株主総会決議
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
新株予約権 　　普通株式  105株

合計　　　 　　普通株式　422株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  411株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  223株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  191株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  211株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  350株

平成16年３月26日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式　  136株

平成17年３月25日定時株主総会決議
新株予約権 普通株式    415株

合計　　　 普通株式　1,937株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

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。

　なお、詳細については、「第４　提出会社の状況　１

　株式等の状況　（７）ストックオプション制度の内容」

に記載しております。

 

１．データセンター・事業所の統合

　当社は、当社グループ内のコスト最適化、拠点間の連携

強化を推進するため、平成19年１月26日開催の取締役会に

おいて子会社を含めたデータセンター３拠点を２拠点に統

合し、子会社を含めた事業所も４拠点を３拠点に集約する

ことを決議いたしました。

 　具体的には、子会社サイトロック株式会社の新宿デー

タセンター・事業所を閉鎖し、当社川崎データセンター・

事業所に統合するものです。

  実施予定時期

 開始予定： 平成19年２月

 終了予定： 平成19年７月

 費用及び資本的支出

 一時費用：  82,500千円

 特別損失:  100,000千円

 資本的支出:  60,000千円

  なお、上記金額は当社グループ全体で見込まれる費用・

支出の総額であり、当社単体への影響の具体金額について

は現時点で未定であります。
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８．役員の異動

(1)代表者の異動

該当事項はありません。

(2)その他役員の異動

 新任取締役候補  石田　守 （会社法第２条第15号に規定する社外取締役）

 退任予定取締役　ジュディ・リン

（なお、ジュディ・リン氏は、平成19年１月５日付で、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の職務から外れております）

(3)就任予定日

平成19年３月23日
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