
 

― 1 ― 

   
平成 19 年 2 月 6 日 

 

各  位 

会 社 名 日本ベリサイン株式会社 

U R L https://www.verisign.co.jp

代表者名 代表取締役社長兼 CEO 橋本 晃秀

（コード番号 3722 東証マザーズ）

問合せ先 財務・経理本部長 山内 雅夫

（Tel 03-3271-7011）

 

（訂正） 平成 17 年 12 月期決算短信（連結）の一部訂正について 

 

 平成 18 年 3 月 31 日に関東財務局へ提出いたしました有価証券報告書について以下のとおり、一部訂正 

すべき誤りがありましたので、本日、「有価証券報告書の訂正報告書」を関東財務局へ提出いたしました。 

 

平成 17 年 12 月（第 10 期） 有価証券報告書 

第一部 【企業情報】  第５ 【経理の状況】 １【連結財務諸表等】 (1)【連結財務諸表】 

（セグメント情報）【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１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 

上記により、平成 18 年 2 月 9 日 に公表いたしました「平成 17 年 12 月期決算短信（連結）」の一部を下記

のとおり訂正いたします。なお、連結売上高、連結営業利益に変更はございません。 

 

 

記 

 

 

訂正箇所は   を付して表示しております。 

 

5. 連結財務諸表等 注記事項 ②セグメント情報 a.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１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 

 （訂正前） 

 当連結会計年度（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

 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

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       

 資産 14,759,730 747,103 15,506,833 (595,447) 14,911,385

 減価償却費 286,523 3,913 290,437 － 290,437

 資本的支出 320,472 2,789 323,261 － 323,261
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 （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。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

 

 

 

 

（訂正後） 

 当連結会計年度（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

 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 4,887,851 261,245 5,149,096 1,605 5,147,491

 営業利益 1,734,591 △22,379 1,712,213 － 1,712,213

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出       

 資産 8,631,526 6,281,791 14,913,317 (1,932) 14,911,385

 減価償却費 318,675 74,112 392,787 － 392,787

 資本的支出 320,472 5,607,536 5,928,008 － 5,928,008

 （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、ITサービス・マネジメント事業にはのれん償却額（70,059 千円）が含まれておりま

す。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

 

 

以 上 


