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１．18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 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 12 月期 6,270 （ 14.0） 1,359 （ 26.3） 1,441 （ 32.2 ）

17 年 12 月期 5,498 （ 22.9） 1,076 （ 71.0） 1,090 （ 75.1 ）

 

 
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 942 （ 40.5 ） 4,194.19 4,129.51 18.8 17.4 23.0 

17 年 12 月期 671 （ 84.2 ） 2,989.09 2,933.56 15.3 14.8 19.8 

(注) 1. 持分法投資損益 18 年 12 月期 － 百万円 17 年 12 月期 － 百万円  

 2. 期中平均株式数（連結）  18 年 12 月期 224,782 株 17 年 12 月期 224,537 株  

  なお、当社は平成 17 年４月 26 日をもって１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。１株当たりの指標につい

ては比較を容易にするため、平成 17 年期首に分割されたものとして記載しております。 

 3. 会計処理の方法の変更   有 ・ 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 

   

 (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 12 月期 8,803 5,242 59.6 23,124.39 

17 年 12 月期 7,733 4,797 62.0 21,322.04 

(注)  期末発行済株式数（連結） 18 年 12 月期 226,703 株 17 年 12 月期 225,004 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 12 月期 1,548 △200 △575 5,561 

17 年 12 月期 635 △198 65 4,608 

 (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  ５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 12 月期の連結業績予想（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日） 
 当社は、業績予想を作成していないため記載しておりません。 
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企業集団の状況
１．事業の内容

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当連結会社（当社及び100%連結子会社５社）及び親会社により構成

されております。

　当社の実質的親会社であったインターネット・セキュリティ・システムズ・インクが、平成18年10月21日に米国イ

ンターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション（以下「IBM」という。）の完全子会社になったことに

より、IBMは同日付で当社の実質的親会社となりました。現在当社は、インターネット・セキュリティ・システムズ・

インクを頂点とするインターネット・セキュリティ・システムズグループとIBMグループの経営統合に伴い、日本ア

イ・ビー・エム株式会社（以下「日本IBM」という。）との経営統合を進めております。

　インターネット・セキュリティ・システムズグループは、世界的な販売網を有しており、兄弟会社（親会社の子会

社）である米国ジョージア州のインターネット・セキュリティ・システムズ・インク（以下「ISS Inc.」という）が、

ネットワーク・セキュリティ関連製品の開発及び製造を行ない、販売代理店契約に基づき、当社に製品の供給を行っ

ておりますが、当連結会社は、アジア・パシフィック地域の総販売代理店として、独立した事業運営を行なっており

ます。

　売上形態別には、ネットワーク・セキュリティ関連製品の販売、コンサルティングサービス及び当該製品やセキュ

リティに関する各種トレーニングなどのプロフェッショナルサービスの提供、技術的サポートやソフトウェアの更新

版の提供及びリモートセキュリティ監視サービス事業である「マネージド セキュリティ サービス」などのサブスク

リプションサービスなどの事業を行っております。

　当社におけるネットワーク・セキュリティ関連製品とは、主に「Internet Scanner」「System Scanner」などの脆

弱性検査ソフトウェア製品群、「RealSecure Network Sensor」「RealSecure Server Sensor」「RealSecure 

Desktop Protector」などを中心とした監視・防御系ソフトウェア製品群及びハードウェアを含んだ監視・防御系製品

である「Proventia A シリーズ アプライアンス」「Proventia G シリーズ アプライアンス」「Proventia M シリー

ズ アプライアンス」のことを意味し、また、当社におけるコンサルティングサービスとは、以下の4つのサービスを

提供することを意味します。

(1）現在の情報システムセキュリティの状態解析と評価サービス

(2）評価結果に基づいたセキュリティ・デザイン・サービス

(3）デザインされたセキュリティを実際に構築するセキュリティ対策実装サービス

(4）実現したセキュリティレベルを維持するために必要な運用支援及び情報提供サービス

　当社が取り扱っております製品は、当社にて日本語対応、マニュアルの日本語化等は行っておりますが、開発業務

はあくまでも開発元であるISS Inc.で行われております。

　当社は、これらのネットワーク・セキュリティ関連製品を、マスター ディストリビューターと呼ばれる一次販売代

理店及びリセーラーと呼ばれる二次販売代理店（以下「販売代理店」という）を通して一般企業、金融機関及び官公

庁などのエンドユーザーへ間接的に販売しております。また、エンドユーザーの要求に基づいた直接販売も、行って

おります。

　当社の製品は、最新の脆弱性や攻撃手法を発見し、それをいち早く製品に反映させることを専門に行動しているISS 

Inc.専属のセキュリティ専門研究機関であるX-Forceによって開発され、迅速にバージョンアップすることによって常

に最新のセキュリティサービスを提供できる製品となっております。

　X-Forceは、米国政府機関や公共の団体及び研究機関、さらに、マイクロソフト社、オラクル社、ヒューレットパッ

カード社、サンマイクロシステムズ社、ネットスケープ社、シスコシステムズ社その他の企業と連携して、ネットワー

クに対する365日24時間の監視体制のもと、日々お客様の脅威を最小限に抑える研究を続けています。

　また、日々の研究成果の積極的な情報公開を行っております。
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２．事業系統図

事業系統図は次のとおりであります。
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３．関係会社の状況

（平成18年12月31日現在）

名称 住所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

（親会社）      

ISS Investment 

Holdings, Inc.

米国

ジョージア州

アトランタ

$0.01 持株会社
被所有

98.9

当社の直接の親会社で

あります

役員の兼任０名

Internet Security 

Systems, Inc.

米国

デラウエア州

ウィルミントン

$50,754 持株会社

被所有

98.9

(98.9)

当社の親会社（間接）

であります

役員の兼任０名

International

Business Machines

Corporation

（注２）

米国

ニューヨーク州

アーモンク

$2,892,600万

ビジネス・コン

サルティング、

ITシステムの開

発・設計・運

用・管理

被所有

98.9

(98.9)

当社の親会社（間接）

であります

役員の兼任０名

（連結子会社）      

Internet Security 

Systems Pty Ltd.

（注３）

豪国

クイーンズランド州

ブリスベン

A$1
セキュリティ

サービス事業
100.0

オセアニア地域におけ

る当社の直接の販売子

会社であります

役員の兼任２名

TriSecurity 

Holdings Pte Ltd

 

シンガポール S$1,050,000 持株会社 100.0

当社の直接の子会社で

あります

役員の兼任１名

Internet Security 

Systems Pte Ltd

（注３）

シンガポール S$50,000
セキュリティ

サービス事業

100.0

(100.0)

東南アジア地域におけ

る当社の間接の販売子

会社であります

役員の兼任１名

Internet Security 

Systems (Beijing)

Co., Ltd.

中国

北京市
J\30,000,000

セキュリティ

サービス事業
100.0

中国地域における当社

の直接の販売子会社で

あります

役員の兼任１名

その他１社      

　（注）１．議決権の所有割合又は被所有割合の（　）内は間接所有割合で内数となっております。

２．ニューヨーク証券取引所（米国）において株式を公開しております。なお、資本金は平成17年12月31日現在

の金額であります。

３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を越えておりますが、所在

地別セグメント情報における「オセアニア」及び「東南アジア」の売上高に占める当該連結子会社の売上高

の割合がそれぞれ90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
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経営方針

１．経営の基本方針

　当社の経営の基本方針は、以下の通りであります。

(1) インターネットセキュリティ（サイバーセキュリティ）のトータル・リスクマネージメント・ソリューションの

提供により、社会に貢献すること。

(2) ネットワーク・セキュリティ関連製品（システムの脆弱性検査製品群及び監視・防御系製品群）及び各種サービ

スにおいて、常に業界におけるリーディング カンパニーでありつづけること。

(3) 株主、社員、顧客にとってベストな会社であること。

　さらに、社員にとっては以下の基本理念が大切であると考えております。

1)　Be a professional! （社員各自が、自分の仕事にプロとしての自覚を持つこと）

＝＞どの世界においてもプロと呼ばれる人々は、自分の仕事に誇りを持っていると共に、大きな責任を背負っ

ています。私達も、自分自身の仕事に誇りと責任を持って自己と会社の相互発展のために日々邁進するこ

とが大切であると考えます。

2)　Have fun! （楽しみながら仕事をする）

＝＞人は、自分の好きなことをすれば疲れないしストレスも溜まりません。仕事も受動的では苦痛になるもの

ですが、社員各自が自己の責任と権限の範囲で、業務を自発的にかつ自由に行えれば、まるでゲーム感覚

のように仕事が楽しく思えます。

3)　Ｒ（Risk）＝ Ｒ（Return）（リスクをとってこそ、そこにはリターンがある）

＝＞ベンチャー企業には安定志向ではなく、ベンチャースピリッツが大切であり、リスクや失敗を恐れずに、

常に前向にチャレンジしてほしいと考えます。

4)　Ｏ（Obstacle）＝ Ｏ（Opportunity）（障害や壁にあたった時こそ、まさに絶好の機会である）

＝＞何事も問題や壁にあったったときにこそ、大きなチャンスがあるものです。困難なことを恐れず、前向き

に立ち向かっていくマインドが大切であると考えます。

5)　Ｃ（Change）＝ Ｃ（Chance）（変化の時がまさにチャンスである）

＝＞ベンチャー企業には常に変化はつきものです。変化をチャンスと捉え、柔軟に対応することが大切である

と考えます。

２．利益配分に関する基本方針

当社は、平成18年11月９日開催の取締役会において、アイエスエス インベストメント ホールディングス インクに

よる当社株式の公開買付けに賛同する決議をいたしました。その際、公開買付けに応募する株主と応募しない株主と

の間の経済効果の公平性を保つため、当事業年度の配当を行わないことといたしました。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、平成19年３月23日に開催予定の第10回定時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会による承認を条

件として、平成19年４月中に当社の直接の親会社でありますアイエスエス インベストメント ホールディングス イン

クの完全子会社となる予定であり、同月中に上場廃止となる予定であります。従いまして、投資単位の引き下げに関

する考え方及び方針等はございません。
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４．対処すべき課題　

　今年度、当連結会社が取り組むべき課題としましては、以下に示すような対応が必要と考えております。

(1) 日本アイ・ビー・エム株式会社との早期統合

当社の実質的な親会社であったインターネット・セキュリティ・システムズ・インクは、昨年10月に米国イン

ターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション（以下「IBM」という。）の完全子会社になりました。

これに伴い、IBMを頂点とするIBMグループとISSグループの統合が進められており、現在、当社においては日本ア

イ・ビー・エム株式会社（以下「日本IBM」という。）の傘下に統合される手続を行っております。

  日本IBMとの統合により、当社の持っている世界最先端のネットワーク・セキュリティ製品を、IBMグループの持

つ膨大な顧客層への販売が可能になり、さらに、IBMグループの強固な販売チャネルの活用や、IBMグループの提供

している広範なソリューションにセキュリティを付加するなど、大幅な販売の拡大が図れると期待されます。

  人事制度の見直しや、当社既存のシステムのIBMグループへの統合をはじめ、早期に日本IBMとの統合を進めてま

いります。

(2) CRMシステム構築の完了

現在進めている販売、流通管理システム（CRMシステム）の構築が最終段階に入っており、本年２月に本番稼動

いたしました。これにより、今後、販売の予想から煩雑な出荷手続までを一貫して管理することができ、IBMとの

統合による販売拡大に十分対応できると予想しております。

(3) 人員の強化

IBMグループとの統合により販売の拡大が見込まれることから、これに対応する組織再編のために、人員の強化

を早急に進める必要があります。営業系、営業支援の人員強化を中心に、およそ70名の人員を今年度中に採用する

予定であります。

５．親会社等に関する事項

(1) 親会社等の商号等

 （平成18年12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会社

International　Business Machines

Corporation
親会社 

98.9

 (98.9) 

ニューヨーク証券取引所

（米国） 

Internet Security Systems, Inc. 親会社 
98.9

 (98.9) 
― 

ISS Investment Holdings, Inc. 持株会社 98.9 ― 

  (注)親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合の内数であります。

(2) 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと考えら

れる会社の商号又は名称
International Business Machines Corporation

 その理由
当社の実質的親会社であったインターネット・セキュリティ・シス

テムズ・インクの完全親会社となったため。

(3) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

  当社の実質的な親会社であったインターネット・セキュリティ・システムズ・インクは、平成18年10月にIBMの

完全子会社になりました。これに伴い、IBMを頂点とするIBMグループとISSグループの統合が進められており、現

在、当社においては日本IBMの傘下に統合される手続を行っております。

  日本IBMとの統合により、当社の持っている世界最先端のネットワーク・セキュリティ製品を、IBMグループの持

つ膨大な顧客層への販売が可能になり、さらに、IBMグループの強固な販売チャネルの活用や、IBMグループの提供

している広範なソリューションにセキュリティを付加するなど、大幅な販売の拡大が図れると期待されます。

(4) 親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。
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６．内部管理体制の整備・運用状況

　コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」の内

容と重複しているため、記載を省略しております。

７．目標とする経営指標

　当社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。当期の売上高経常利益率は、売

上の増加に加え、人員増加の抑制、各種経費削減策の実施等により、23.0%と前年同期に比べ3.2%増加いたしまし

た。

　なお、当社は、平成19年３月23日に開催予定の第10回定時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会による承

認を条件として、平成19年４月中に当社の直接の親会社でありますアイエスエス インベストメント ホールディング

ス インクの完全子会社となる予定であり、同月中に上場廃止となる予定であります。従いまして、平成19年12月期の

目標値の設定は行っておりません。

－ 7 －



経営成績及び財政状態

１．事業の内容

(1）当連結会計期間の概況

　当連結会計年度の当連結会社（当社及び連結子会社５社）をとりまく経済は、欧米諸国における景気の穏やかな

拡大や中国、台湾、インド、シンガポール等アジア諸国における高い水準での景気拡大経済成長率など、世界的に

は景気の先行き感は明るい兆しが見られるようになっております。国内におきましても、依然として高い水準にあ

る原油価格の動向やアジア諸国との外交問題、国内政治の不祥事など、不安材料はあるものの、企業収益の改善及

びそれに伴う設備投資の増加、個人消費の増加など、緩やかながら景気回復は確実に続いてきております。　

　一方、当連結会計年度のインターネットセキュリティ業界におきましても、依然として蔓延する情報漏洩問題や

不正アクセスの拡大増加などからインターネットセキュリティ対策への需要は確実に高まってきており、官公庁並

びに民間企業におけるIT関連への投資も積極的に行われてきており、全体としては緩やかながら上昇傾向となりま

した。

　このような環境下において当連結会社は、プロダクト面においては、これまでのセキュリティ統合管理コンソー

ル製品である「SiteProtector 2.0」をさらに機能拡張し、単に製品を管理するだけではなく、企業のセキュリティ

運用を支援するための「Service Pack 6」及び「Service Pack 6.1」を発表、また、脆弱性検査/管理製品について

は、日常的な脆弱性管理の利便性を高めたアプライアンスである「Enterprise Scanner」を市場に投入いたしまし

た。また、侵入防御/検知製品のアプライアンスについては、ネットワークをワームなどの被害から防御するインラ

イン型製品のラインナップを刷新し、ネットワークとの親和性を向上させた「Proventia GX」シリーズを発表いた

しました。また、不正侵入防御、アンチウイルス、ファイアウォール、アンチスパム、Webフィルタリングなど、企

業が必要とするネットワーク・セキュリティ対策の機能をひとつにパッケージ化した、セキュリティ統合アプライ

アンスについてもラインナップを刷新し、LCDパネルを搭載して操作性を向上させた「Proventia MX」シリーズを発

表しました。クライアント PC のための防御製品分野においては、プログラムの不正な動作を検知するウイルス防

御システム (VPS) 機能を追加した「Proventia Desktop」を発表しました。また、新しい分野の製品として、企業

ネットワークのすべての日常のアクティビティ及び異常なアクティビティを観察し、不正な活動を監視可能なアプ

ライアンス「Proventia Network Anomaly Detection System」を市場に投入しました。

　サービス面においては、従来からのセキュリティ監査や脆弱性検査、セキュリティポリシー策定等のコンサルティ

ングサービスに加え、新たに「Webアプリケーション　セキュリティ」及び「Proventia Network IPS」の２つのト

レーニングコースを開設し、教育サービスのさらなる充実を図ってまいりました。

　営業面においては、当社の認知度を上げるべく引き続き広報活動に力を入れるとともに、リモート監視サービス

（ＭＳＳ）ビジネスのパートナーを１社新規に提携するとともに、販売協力会社向け販売支援ツールのWebの充実を

図り、昨年同様に、国内だけでなくアジア・パシフィック地域の販売協力会社を含めてのパートナー販売支援会議

を中国で実施するなど、販売協力会社との関係強化に努めてまいりました。　

　この結果、当連結会計年度の売上高は、6,270,413千円（前年同期比14.0％増）と順調に増加いたしました。経常

利益は、人員の抑制や業務の効率化を通して販売費及び一般管理費の抑制を図ったこともあり、1,441,891千円（前

年同期比32.2％増）と大幅に増加いたしました。また、当期純利益についても942,779千円（前年同期比40.5％増）

と大幅に増加いたしました。

　当社の売上形態別セグメント及び地域別売上高は、次のとおりです。

① 売上形態別セグメント

  ライセンス製品は、アプライアンス製品（ハードウェアとソフトウェアを一体化した製品）の新製品導入が遅れ

たこと等から、前連結会計年度比0.7%増の2,664,730千円（総連結売上高に占める比率は42.5%、前年同期は48.1%）

とほぼ横ばいとなりました。サブスクリプションは、高い保守サービスの更新率やＭＳＳが順調に顧客を増やして

いることから、前年同期比33.2%増の3,017,406千円（総連結売上高に占める比率は48.1%、前年同期は41.2%）とな

りました。プロフェッショナルサービスは、前年同期比±0%の588,277千円（総連結売上高に占める比率は9.4%、前

年同期は10.7%）となりました。

② 地域別売上高

  日本は、ライセンス製品の販売がやや伸び悩んだため前年同期比8.4%増の3,613,280千円となりました。その他の

地域では概ね堅調に推移しており、北アジア（中国、台湾、韓国等）は前年同期比12.9%増の537,688千円に、東南

アジア（インド、シンガポール等）は同27.8%増の963,223千円、オセアニア（オーストラリア等）は同23.8%増の

1,156,221千円となりました。
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(2)財政状態

①貸借対照表

　当連結会社の当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べ1,069百万円増加し8,803百万円となりま

した。これは主として、現金及び預金が前連結会計年度より952百万円増加したことによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度から624百万円増加し3,560百万円となりました。これは主として、前受金が276百万

円増加したことによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度の資本合計の4,797百万円から444百万円増加し5,242百万円となりました。これは

主として、当期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。資本金は、前連結会計年度から121百万円増

え1,454百万円となりましたが、これはすべてストックオプションの行使によるものです。

　財政状態の健全性に関する指標では、当連結会計年度の流動比率（流動資産を流動負債で除した比率）は

209.3%、株主資本比率は57.9%といずれの指標も健全であることを示しております。

②キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、経常的な営業活動の結果等により、

952,605千円の増加 （前年同期 829,019千円の増加） となりました。この結果、当期末残高は、5,561,342千円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、1,548,023千円の増加（前年同期 635,875千円の増加）となりました。これは、主として

税金等調整前当期純利益が1,441,891千円と増加したことによる経常的な営業活動の成果によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、200,485千円の減少（前年同期 198,849千円の減少）となりました。これは、主として経

常的な設備の補充、更新による固定資産の取得のための支出によるものであります

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は、575,567千円の減少（前年同期 65,615千円の増加）となりました。これは、主として自

己株式取得のため649,851千円支出したことによるものであります。

 ③主な財務指標

 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

自己資本比率（％） 67.7 64.9 56.8 62.0 59.6

時価ベースの自己資本

比率（％）
424.4 472.4 455.7 628.4 611.2

　（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

３．当連結会社は、原則として無借金で経営を行なっております。平成17年に中国の資本制度上、中国子会社に

おいて、一部借入を行なっておりますが、財務的影響は軽微であります。

２．次期の見通し

当社は、平成19年３月23日に開催予定の第10回定時株主総会及び当社普通株主による種類株主総会による承認を条

件として、当社の直接の親会社でありますアイエスエス インベストメント ホールディングス インクの完全子会社と

なる予定であり、平成19年４月中に上場廃止となる予定であります。従いまして、平成19年12月期の業績予想は行っ

ておりません。

（注）　本資料に記載されている業績に関する予想、計画、見通しなどにつきましては、現在入手可能な情報に基づい

て当社が独自に判断したものです。したがいまして、実際の業績は様々な要因の変化により記載の予想、計画、

見通しなどとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。
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３．事業等のリスク

(1）為替変動による影響について

　海外売上高の総連結売上高に占める比率は、平成16年12月期44.1％、平成17年12月期39.4％、平成18年12月期

42.4％となっております。

　当連結会社と諸外国における販売代理店との取引はすべて外貨建てで行われているため、海外拠点の政治、経済、

通貨及び金融政策、インフレ及び金利等の予測不可能な要因により、為替相場が大きく変動した場合には、当連結

会社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

　また、ISS Inc.に対するロイヤリティの支払については、ドル建てになっており、為替変動リスクを伴うことに

なります。ISS Inc.に対する債務と日本国外での販売に対する債権をドル貨で決済することにより、為替リスクを

最小限にしております。

(2）特定分野の製品への依存度が高いことについて

　当連結会社の連結売上高のうち、「ネットワーク・検査系製品」及び「ネットワーク・監視系製品」から構成さ

れるネットワーク・セキュリティ関連製品の売上高構成比率が、平成16年12月期49.6％、平成17年12月期48.1％、

平成18年12月期42.5％となっております。従って、当該ネットワーク・セキュリティ製品の市場動向により当連結

会社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(3）優秀な人材の確保・維持について

  当連結会社は、平成18年12月末において164名の従業員を有しており、今後も事業拡大に備え、先行投資的に技術

担当、営業担当及び管理部門担当等の積極的な増員を計画しております。しかしながら、要員の確保に当たって、

当連結会社が必要とする人材を必要人数、必要時期に確保できない可能性があります。

　また、当連結会社が属する業界は、新しい業界のため、競合他社からのヘッドハンティングの可能性も含め、雇

用者獲得競争が非常に激しくなっております。特に当連結会社のマネージメントチームのメンバーや技術のスペシャ

リストなど、当連結会社にとって必要な資質・資格を有し、高度な職務遂行能力を持った人材の雇用とその維持が

出来ない可能性があり、その場合には当連結会社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。　

(4）著しい技術変化への対応について

　当連結会社の扱う製品群は、非常に複雑かつ高度な専門技術を駆使して開発されております。その為、新製品や

既製品のバージョンアップ版を市場に出すまでには、長い時間をかけてテストを行います。その際、当社に先駆け

て競合他社が顧客のニーズに対応した製品を開発する場合もあり、市場における当社製品の占有率が下がる可能性

があります。

　また、破壊活動を目的としたコンピュータウィルスや卓越したネットワーク技術を持つハッカーによる不正アク

セス等は、絶えず進化しており、今後もますます洗練されていくものと思われます。もし、今後当連結会社及び製

造元であるISS Inc.が未発見・未研究の新しいハッキング技術の出現により、当連結会社の顧客のコンピュータシ

ステムや、ビジネスに被害をもたらすことになれば、当連結会社及び製造元であるISS Inc.は、被害を受けた顧客

より、製造物責任と製品に関連するクレームを受ける可能性があります。これに対応するため、当連結会社におい

ては、ネットワーク・セキュリティ関連製品の使用権許諾契約書に責任の範囲を制限しております。しかしながら、

これらによって全て保護される訳ではなく、今後、責任範囲外の製造物責任賠償請求を受ける可能性があります。

このような場合、当連結会社の事業に多大な影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、インターネット・セキュリティ業界では知名度の高いISS Inc.を、卓越した技術をもつハッカーが最も

魅力的なターゲットとして攻撃してくる可能性があります。そのような場合、内部ネットワークシステムに侵入し

て重要な機密情報を奪取したり、また製品の機能性を妨害または破壊することを目的として意図的にバグやコン

ピュータウィルスを侵入させることが考えられます。これにより、社内システムに直接大きな悪影響を与えられた

り、顧客に多大なる損害を与えたりする可能性があります。

(5）競合について

① 基本ソフト（ＯＳ）やネットワーク機器ベンダーによる自社製品の機能拡張

　ＯＳベンダーや、コンピュータハードウェアベンダーの多くの企業において、当連結会社が提供する製品と同様

の機能を自社開発した上で、その機能を付加し、製品を強化する可能性があります。もし、その機能が当連結会社

の製品と比べて高品位なものであれば、当社の業績に多大な影響を与える可能性があります。

② 競合他社について

　当連結会社と競合する製品を提供している会社が、今後、当連結会社以上に莫大な資金を投入することにより、

顧客のニーズに一早く対応した最先端の技術を駆使して当社の扱っている製品より優れた高品質の競合製品を開発

する可能性があります。このような場合、当連結会社の業績に多大なる影響を与える可能性があります。
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③ 製品開発体制における一部技術者への依存について

　比較的新しいネットワーク・セキュリティ分野においては、製品開発の重要な部分を一部の限られた技術者たち

に依存せざるを得ません。特に、この分野における技術者は、需要に比して供給が不足しているのが現状であり、

当該技術者をめぐる各社の競争は激化の一途をたどっております。そのような状況の中、当連結会社の扱っている

製品開発業務の主要な役割を果たしている技術者たちが、将来においても、開発元であるISS Inc.に在籍し続ける

という保証はありません。もし、開発元であるISS Inc.の主要技術者が競合他社に移籍するような事態になれば、

当連結会社の業績に多大なる影響を与える可能性があります。

(6）訴訟の可能性について

　現時点において、訴訟はありませんが、競合他社が当連結会社の取り扱う製品あるいは将来の製品と類似してい

る技術を開発し、著作権、商標権等の知的所有権の観点から当連結会社に対して訴訟を起こす可能性は否定できま

せん。そのような場合、たとえ当連結会社が勝訴したとしても、訴訟を処理する為に多くの時間と費用がかかる可

能性があります。また、原告が勝訴した場合、当連結会社の取扱製品の出荷停止やロイヤリティの支払命令、ある

いは使用権許諾契約の締結を要求される可能性があります。このような場合、当連結会社は事業の運営に重大な損

害を被ることになります。

(7）契約関係について

　当社は販売代理店契約に基づいて、ネットワーク・セキュリティ関連製品の100%をISS Inc.に依存しております。

従って当社の業績は、ISS Inc.が、ユーザーのニーズに常に対応し、かつ市場に受け入れられる新製品及びバージョ

ンアップされた既製品の提供を維持できなかった場合、また新製品の価格設定や導入時期の失敗、新製品及び既製

品の重大な欠陥を見逃した場合など、同社の経営戦略及び製品開発力に大きく影響されます。

(8）米国政府によるテクノロジーの輸出規制について

　ISS Inc.の取扱う一部の製品には最先端の暗号化技術が取り入れられているため、米国政府は、ISS Inc.が取扱

う特定の技術、特に暗号化技術の輸出に関して、輸出許可の要求や輸出制限を課す可能性があります。したがって

そのような場合、米国外の顧客に同社の製品のライセンスを付与する度に、製品で使用されている暗号化技術の変

更を政府より要求されることになります。もし、このように米国内で使用できる同社の製品をいくつかの諸外国の

顧客に対して輸出できないことになれば、同社の市場競争力の低下を招き、同社のみならず当連結会社の販売実績

に大きな影響を与える可能性があります。さらに政府の輸出規制が厳しくなるようなことがあれば、当連結会社の

業績に多大なる影響を与える可能性があります。

(9）親会社との関係について

　当社の実質的親会社であるIBMは、平成18年12月末現在において、当社普通株式における発行済株式数のうち

98.9％を間接的に所有しております。その結果、親会社は役員の選任や重要な会社手続の承認等、株主の承認を必

要とするすべての事項において実質的に影響を行使しうる状況にあります。

(10）自然災害やテロ行為について

　当連結会社は、日本のみならずアジア各国に販売拠点を設けており、各地域における自然災害、テロ行為等の予

期せぬ発生により、当連結会社の業績に多大なる影響を与える可能性があります。

(11）顧客情報について

　当連結会社は、事業内容に応じて多数の顧客情報を有しており、その管理には万全を期してはおりますが、予期

せぬ事態により社外に流出する可能性があります。このような事態が生じた場合、当連結会社の社会的信用の失墜、

多額の損害賠償費用の発生等、当連結会社の業績に多大なる影響を与える可能性があります。

(12）間接販売への依存について

　当連結会社の製品は、主にマスターディストリビューターと呼ばれる一次代理店、リセラーと呼ばれる二次代理

店等を通しての間接販売によって顧客に提供しております。これら販売代理店であるビジネスパートナーとの安定

的な信頼関係の構築・維持は、販売活動を遂行する上で最も重要なことであり、もし、当該ビジネスパートナーと

の関係がなんらかの理由により悪化した場合には、当連結会社の業績に多大なる影響を与える可能性があります。
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(13）上場廃止のリスク

　当社は、日本IBMとの経営統合を進めており、その前段階として今後株主総会での承認等の所定の手続を経て、ア

イエスエス　インベストメント　ホールディングス　インクの完全子会社となることを予定しております。当社が

同社の完全子会社となった場合、当社株式は株式会社ジャスダック証券取引所の株券の上場廃止基準に従い、所定

の手続を経て平成18年4月中に上場廃止となる見込みであります。
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【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（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      

現金及び預金  4,608,737  5,561,342  

売掛金  1,447,954  1,610,787  

たな卸資産  76,490  78,263  

繰延税金資産  84,741  93,392  

その他  138,855  166,303  

貸倒引当金  △21,167  △59,356  

流動資産合計  6,335,611 81.9 7,450,732 84.6

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物  356,888  367,372  

工具、器具及び備品  737,395  916,646  

減価償却累計額  △596,928  △773,974  

有形固定資産合計  497,355  510,044  

無形固定資産      

連結調整勘定  498,259  469,065  

その他  89,270  62,481  

無形固定資産合計  587,529  531,546  

投資その他の資産      

投資有価証券  3,800  3,800  

敷金保証金  302,672  300,067  

その他  6,835  6,835  

投資その他の資産合計  313,308  310,702  

固定資産合計  1,398,193 18.1 1,352,294 15.4

資産合計  7,733,805 100.0 8,803,026 100.0
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前連結会計年度

（平成17年12月31日）
当連結会計年度

（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      

買掛金  678,664  818,540  

未払金  547,337  563,001  

未払法人税等  194,063  374,851  

前受金  1,368,712  1,645,083  

その他  147,483  159,181  

流動負債合計  2,936,260 38.0 3,560,658 40.4

負債合計  2,936,260 38.0 3,560,658 40.4

      

（少数株主持分）      

少数株主持分  － － － －

      

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 ※１ 1,333,073 17.2 －  

Ⅱ　資本剰余金      

資本準備金  1,453,073 18.8 －  

Ⅲ　利益剰余金      

当期未処分利益  1,941,770 25.1 －  

Ⅳ　為替換算調整勘定  69,627 0.9 －  

資本合計  4,797,544 62.0 －  

負債、少数株主持分及び資
本合計

 7,733,805 100.0 －  

      

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本      

　　資本金  －  1,454,591  

　　資本剰余金  －  1,574,591  

　　利益剰余金  －  2,715,796  

　　自己株式  －  △649,851  

　　株主資本合計  －  5,095,129 57.9

Ⅱ　評価・換算差額等      

　　為替換算調整勘定  －  147,239 1.7

Ⅲ　少数株主持分  －  － －

純資産合計  －  5,242,368 59.6

負債純資産合計  －  8,803,026 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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  5,498,651 100.0 6,270,413 100.0

Ⅱ　売上原価  2,854,513 51.9 3,149,357 50.2

売上総利益  2,644,137 48.1 3,121,056 49.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,567,971 28.5 1,761,842 28.1

営業利益  1,076,166 19.6 1,359,214 21.7

Ⅳ　営業外収益      

受取利息  28,678  72,964  

為替差益  －  12,359  

その他  696  677  

営業外収益計  29,374 0.5 86,000 1.4

Ⅴ　営業外費用      

支払利息  1,549  460  

為替差損  13,690  －  

その他  －  2,863  

営業外費用計  15,240 0.3 3,324 0.1

経常利益  1,090,300 19.8 1,441,891 23.0

Ⅵ　特別利益  － － － －

Ⅶ　特別損失      

投資有価証券評価損  20,620  －  

特別損失計  20,620 0.3 － －

税金等調整前当期純利益  1,069,680 19.5 1,441,891 23.0

法人税、住民税及び事業税  345,330 6.3 508,426 8.1

法人税等調整額  53,188 1.0 △9,314 △0.1

当期純利益  671,161 12.2 942,779 15.0
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③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,425,966

Ⅱ　資本剰余金増加高   

増資による新株の発行  27,107

Ⅲ　資本剰余金期末残高  1,453,073

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  1,270,608

Ⅱ　利益剰余金増加高   

当期純利益  671,161

Ⅲ　利益剰余金期末残高  1,941,770

   

連結株主資本等変動計算書

　当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

為替換算
調整勘定

平成17年12月31日　残高（千円） 1,333,073 1,453,073 1,941,770 － 4,727,917 69,627 － 4,797,544

株主資本項目の変動額

新株の発行（千円） 121,518 121,518 － － 243,036 － － 243,036

剰余金の配当（千円） － － △168,753 － △168,753 － － △168,753

自己株式の取得（千円） － － － △649,851 △649,851 － － △649,851

当期純利益（千円） － － 942,779 － 942,779 － － 942,779

株主資本項目以外の変動額
（純額）（千円）

－ － － － － 77,612 － 77,612

変動額合計（千円） 121,518 121,518 774,026 △649,851 367,211 77,612 － 444,823

平成18年12月31日　残高（千円） 1,454,591 1,574,591 2,715,796 △649,851 5,095,129 147,239 － 5,242,368
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

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利益  1,069,680 1,441,891

減価償却費  215,902 217,310

連結調整勘定償却  28,859 29,194

貸倒引当金の増加（減少）額  △11,105 38,189

受取利息  △28,678 △72,964

支払利息  1,549 460

為替差益  △230,523 △103,022

投資有価証券評価損  20,620 －

その他  △5,042 △1,318

売上債権の（増加）減少額  59,116 △162,832

たな卸資産の増加額  △21,000 △1,773

その他の流動資産の増加額  △32,718 △27,448

仕入債務の増加額  105,853 139,876

未払金の増加額  97,914 17,366

前受金の増加額  299,194 276,371

預り金の増加（減少）額  △713,409 7,109

その他の流動負債の増加（減少）額  △1,721 4,553

小計  854,492 1,802,962

利息の受取額  28,678 72,964

利息の支払額  △1,110 △504

法人税等の支払額  △246,184 △327,398

営業活動によるキャッシュ・フロー  635,875 1,548,023

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  △89,794 △192,026

無形固定資産の取得による支出  △108,685 △11,063

その他  △368 2,605

投資活動によるキャッシュ・フロー  △198,849 △200,485

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  54,215 243,036

自己株式の購入による支出  － △649,851

配当金の支払額  － △168,753

短期借入による収入  11,400 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  65,615 △575,567

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  326,378 180,634

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  829,019 952,605

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,779,717 4,608,737

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  4,608,737 5,561,342
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項

　子会社はすべて連結しております。

　連結子会社は、Internet Security Systems Pty 

Ltd.、Internet Security Systems (Beijing) Co., 

Ltd.、Trisecurity Holdings Pte Ltd及びその子会社２

社の計５社です。

 １　連結の範囲に関する事項

同左

　

２　持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

２　持分法の適用に関する事項

同左

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）資産の評価基準及び評価方法

４　会計処理基準に関する事項

(1）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（時価のないもの）

移動平均法による原価法を採用しております。

①　有価証券

同左

②　たな卸資産

　先入先出法による低価法を採用しております。

②　たな卸資産

同左

(2）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定額法を採用しております。

（耐用年数）

(2）固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定額法を採用しております。

 （耐用年数）

建物 ５～15年

工具器具備品 ３～20年

 建物  ６～15年

 工具器具備品  ３～20年

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

（耐用年数）

②　無形固定資産

同左

 

ソフトウェア ３～５年

（自社利用目的）  

  

  

 

(3）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等により、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。

(3）引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(4）新株発行費の処理方法

　支出時に全額費用として処理しております。

(4）新株発行費の処理方法

同左

(5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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。なお、在外子会社等の資産及び負債は決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(5）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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。なお、在外子会社等の資産及び負債は決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(6）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）リース取引の処理方法

同左

(7）その他

①　消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(7）その他

①　消費税等の会計処理方法

同左

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

価評価法によっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、20年間の均等償却を

行っております。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

　確定方式によっております。

 

──────

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び容易に換

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満期日までの期間が３ヶ月以内

の短期投資からなっております。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

──────

　当連結会計年度より、「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。

　なお、従来の資本合計は純資産合計と一致しております。

表示方法の変更

（連結貸借対照表）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

　前連結会計年度に区分掲記しました「預り金」（当連結

会計年度25,756千円）は、負債、少数株主持分及び資本の

合計額の100分の５以下のため、流動負債の「その他」に

含めて表示することといたしました。

　

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１ 発行済株式の総数（普通株式） 225,004株 ──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目

従業員給与 485,054千円

従業員賞与 276,331千円

貸倒引当金繰入額 6,627千円

従業員給与  543,903千円

従業員賞与 301,332千円

貸倒引当金繰入額  24,655千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 

──────

  

  

  

１　発行済株式の種類及び総数

 発行済株式の種類 普通株式

 前期末株式数 225千株

 当期増加株式数 4千株

 当期末株式数 229千株

２　自己株式の種類及び総数

 発行済株式の種類 普通株式

 前期末株式数 0株

 当期増加株式数 3,217株

（取締役会決議に基づく取得）

 当期末株式数 3,217株

 

 

  

 

３　新株予約権等に関する注記

 期末残高 なし

新株予約権等は、すべて「ストック・オプション等に

関する会計基準」適用開始前に付与されたものであるた

め残高はありません。

 

 

  

  

  

  

４　配当に関する事項

平成18年３月23日開催の第９回定時株主総会において

次のとおり決議し、配当を支払っております。

 配当金の総額 168,753千円

 １株当たりの配当額 750円

 基準日 平成17年12月31日

 効力発生日 平成18年３月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　現金及び現金同等物の期末残高

　連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金と一致

しております。

１　現金及び現金同等物の期末残高

同左

－ 20 －



（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

(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

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

開示すべき重要なリース契約はありません。

 
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）

工具器具備品 － － －

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 －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 1,841千円

減価償却費相当額   1,699千円

支払利息相当額 28千円

(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。

（有価証券関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

１　その他有価証券（時価のないもの）を保有しておりま

す。

１　その他有価証券（時価のないもの）を保有しておりま

す。

非上場株式 3,800千円 非上場株式      3,800千円

２　当連結会計年度中に減損処理したその他の有価証券の

合計額は、20,620千円であります。

──────

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。 同左

（退職給付関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

　該当事項はありません。 同左

（ストック・オプション等関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 8,613

投資有価証券 29,287

外国税額控除 20,637

その他 41,216

繰延税金資産計 99,754

評価性引当金 △15,012

繰延税金資産合計 84,741

繰延税金負債  

その他 1,326

繰延税金資産（負債）の純額 83,414

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金 19,748

未払事業税等 19,248

外国税額控除 20,637

その他 53,284

繰延税金資産計 112,917

評価性引当金 △19,524

繰延税金資産合計 93,392

繰延税金負債  

その他 903

繰延税金資産（負債）の純額 92,489

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要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費 0.5

住民税均等割 0.4

子会社税率差異 △6.8

連結調整勘定償却 1.1

IT投資減税 △0.8

その他 2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.3

法定実効税率 　40.7％

（調整）  

交際費 0.7

住民税均等割 0.3

子会社税率差異 △7.8

連結調整勘定償却 0.8

IT投資減税 △0.1

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当連結会社は、商品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のセキュリティサービ

ス事業を行っているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当連結会社は、商品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のセキュリティサービ

ス事業を行っているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 
北アジア
（千円）

東南アジア
（千円）

オセアニア
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,810,885 753,752 934,012 5,498,651 － 5,498,651

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 3,810,885 753,752 934,012 5,498,651 － 5,498,651

営業費用 3,187,934 521,727 685,646 4,395,308
  27,175　

　
4,422,484

営業損益 622,950 232,025 248,365 1,103,342 (  27,175) 1,076,166

Ⅱ．資産 6,186,200 1,131,741 719,851 8,037,793 ( 303,987) 7,733,805

　（注）　(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております

(2）各区分に属する主な国または地域

北アジア：日本、韓国、中国　　東南アジア：インド、シンガポール　　オセアニア：オーストラリア

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
北アジア
（千円）

東南アジア
（千円）

オセアニア
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,150,969 963,223 1,156,221 6,270,413 － 6,270,413

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 4,150,969 963,223 1,156,221 6,270,413 － 6,270,413

営業費用 3,439,261 630,509 807,430 4,877,201 33,997 4,911,199

営業損益 711,707 332,713 348,791 1,393,212 (  33,997) 1,359,214

Ⅱ．資産 6,443,939 1,499,246 1,216,584 9,159,771 ( 356,744) 8,803,026

　（注）　(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております

(2）各区分に属する主な国または地域

北アジア：日本、韓国、中国　　東南アジア：インド、シンガポール　　オセアニア：オーストラリア
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

 北アジア 東南アジア オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 476,208 753,752 934,012 2,163,974

Ⅱ　連結売上高（千円）    5,498,651

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.7 13.7 17.0 39.4

　（注）　(1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

(2）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(3）各区分に属する主な国または地域

北アジア：中国、台湾、韓国　　東南アジア：インド、シンガポール　　オセアニア：オーストラリア

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 北アジア 東南アジア オセアニア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 537,688 963,223 1,156,221 2,657,133

Ⅱ　連結売上高（千円）    6,270,413

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.6 15.4 18.4 42.4

　（注）　(1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

(2）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(3）各区分に属する主な国または地域

北アジア：中国、台湾、韓国　　東南アジア：インド、シンガポール　　オセアニア：オーストラリア

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

(千米ドル)
事業の内
容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の子

会社

Internet 

Security 

Systems, 

Inc.

米国

ジョージ

ア州アト

ランタ

79

セキュリ

ティソフ

トの開発

及び販売

なし
兼任

２名

営業上

の取引

ロイヤリティ

等
1,170,209

買掛金 638,967

未払金 279,897

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　ロイヤリティの支払については、セキュリティ関連ソフトウェア製品等の売上高に対して一定割合を乗じた

ものになっており、その料率はISS Inc.と当社を含むISSグループ会社との間で同一の基準により決定しており

ます。

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

(千米ドル)
事業の内
容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の子

会社

Internet 

Security 

Systems, 

Inc.

米国

ジョージ

ア州アト

ランタ

79

セキュリ

ティソフ

トの開発

及び販売

なし
兼任

２名

営業上

の取引

ロイヤリティ

等
1,336,185

買掛金 676,065

未払金 260,387

　（注）　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　ロイヤリティの支払については、セキュリティ関連ソフトウェア製品等の売上高に対して一定割合を乗じた

ものになっており、その料率はISS Inc.と当社を含むISSグループ会社との間で同一の基準により決定しており

ます。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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 21,322円04銭

１株当たり当期純利益 2,989円09銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 2,933円56銭

１株当たり純資産額 23,124円39銭

１株当たり当期純利益 4,194円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,129円51銭

（注）算定上の基礎  

当期純利益 671,161千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

期中平均株式数 224,537株　

当期純利益調整額 －千円

普通株式増加数 4,250株　

（新株予約権）  

希薄化効果を有しない潜在株式 786個　

（権利行使価格が期中平均株価を超える新株予約権）

 

　平成17年４月26日付をもって、株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報

１株当たり純資産額 17,754円89銭

１株当たり当期純利益 1,630円37銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,600円79銭

（注）算定上の基礎  

当期純利益      942,779千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

期中平均株式数 224,782株　

当期純利益調整額 －千円

普通株式増加数  3,521株　

（新株予約権）  

希薄化効果を有しない潜在株式 786個　

（権利行使価格が期中平均株価を超える新株予約権）

 

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　特記すべき事項はありません。 同左
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【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を売上形態別に示すと、次のとおりであります。

売上形態別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

サブスクリプション（千円） 3,017,406 133.2

プロフェッショナルサービス（千円） 588,277 100.0

合計（千円） 3,605,683 126.4

　（注）１．金額は販売価格で記載しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当連結会社は受注生産を行っていないため、記載事項はありません。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を売上形態別に示すと、次のとおりであります。

売上形態別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

商品売上 ライセンス製品（千円） 2,664,730 100.7

役務売上

サブスクリプション（千円） 3,017,406 133.2

プロフェッショナルサービス（千円） 588,277 100.0

小計（千円） 3,605,683 126.4

合計（千円） 6,270,413 114.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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