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平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要 

平成 19 年 2 月 20 日 

会 社 名 インターネット セキュリティ システムズ 株式会社 

コ ード番 号 4297    上場取引所 JASDAQ 

 (URL http://www.isskk.co.jp)  本社所在都道府県 東京都 

代  表  者  役職名 代表取締役社長  氏 名 林 界宏 

問い合わせ先 責任者役職名 代表取締役管理本部長  氏 名 澁谷敏孝 
   ＴＥＬ（03）5740－4050 

決算取締役会開催日 平成 19 年 2 月 20 日  配当支払開始予定日 平成－年－月－日 

定時株主総会開催日 平成 19 年 3 月 23 日  単元株制度採用の有無  有 ・ 無 
 

１．18 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 （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 4,063 （ 7.2 ） 734 （ 11.3 ） 744 （ 15.1 ）

17 年 12 月期 3,790 （ 31.5 ） 659 （ 130.2 ） 647 （ 134.8 ）

 

 
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 435 （ 15.2 ） 1,937.51 1,907.63 11.4 11.7 18.3 

17 年 12 月期 378 （ 174.8 ） 1,684.09 1,652.80 10.3 10.6 17.1 

(注) 1. 期中平均株式数  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。 

 2. 会計処理の方法の変更   有 ・ 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 

   

(2) 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 6,475 3,753 58.0 16,555.62 

17 年 12 月期 6,215 3,893 62.6 17,303.06 

(注) 1. 期末発行済株式数 18 年 12 月期 226,703 株 17 年 12 月期 225,004 株  

 2. 期末自己株式数 18 年 12 月期 3,217 株 17 年 12 月期 －株  

 

２．19 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） 

 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。 

 

３．配当状況 

 

・ 現金配当 １ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ）  配当金総額 配当性向 純資産配当率

 期 末 年 間 （百万円） （％） （％） 

17 年 12 月期 750 750 168 44.6 4.3 

18 年 12 月期 － － － － － 

19 年 12 月期（予想） － －    

  

 



【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      

現金及び預金  3,487,423  3,504,247  

売掛金  794,049  1,023,143  

商品  60,567  44,463  

前払費用  65,178  80,667  

未収入金 ※１ 199,377  251,603  

繰延税金資産  79,965  87,811  

その他  29,581  55,588  

貸倒引当金  △21,167  △47,000  

流動資産合計  4,694,975 75.5 5,000,526 77.2

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物  352,272  354,537  

工具、器具及び備品  665,949  808,313  

減価償却累計額  △560,832  △717,857  

有形固定資産合計  457,388 7.4 444,993 6.9

無形固定資産      

ソフトウェア  83,902  54,064  

その他  1,205  1,205  

無形固定資産合計  85,108 1.4 55,270 0.9

投資その他の資産      

投資有価証券  3,800  3,800  

関係会社株式  669,026  669,026  

敷金保証金  298,269  294,596  

その他  6,835  6,835  

投資その他の資産合計  977,931 15.7 974,258 15.0

固定資産合計  1,520,428 24.5 1,474,522 22.8

資産合計  6,215,403 100.0 6,475,048 100.0

      

－ 2 －



  
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      

買掛金  678,664  818,540  

未払金  498,462  469,809  

未払費用  19,684  31,503  

未払法人税等  97,775  239,852  

前受金  965,591  1,103,045  

預り金  24,578  31,675  

その他  37,388  27,415  

流動負債合計  2,322,145 37.4 2,721,840 42.0

負債合計  2,322,145 37.4 2,721,840 42.0

      

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 ※２ 1,333,073 21.4 －  

Ⅱ　資本剰余金      

資本準備金  1,453,073 23.4 －  

Ⅲ　利益剰余金      

当期未処分利益  1,107,110 17.8 －  

資本合計  3,893,257 62.6 －  

負債・資本合計  6,215,403 100.0 －  

      

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　　資本金  －  1,454,591  

　　資本剰余金      

 資本準備金  －  1,574,591  

　　利益剰余金      

 その他利益剰余金      

 繰越利益剰余金  －  1,373,875  

　　自己株式  －  △649,851  

株主資本合計  －  3,753,207 58.0

純資産合計  －  3,753,207 58.0

負債純資産合計  －  6,475,048 100.0

－ 3 －



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        

商品売上高  1,740,038   1,510,088   

役務収益  2,050,562 3,790,601 100.0 2,553,431 4,063,519 100.0

Ⅱ　売上原価        

商品売上原価  803,566   675,795   

役務原価  1,262,032 2,065,598 54.5 1,467,965 2,143,760 52.8

売上総利益   1,725,002 45.5  1,919,758 47.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,065,252 28.1  1,185,746 29.1

営業利益   659,750 17.4  734,011 18.1

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  3,404   8,352   

 為替差益  －   5,377   

その他  696 4,100 0.1 2 13,732 0.3

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  1,373   －   

為替差損  15,332   －   

その他  － 16,706 0.4 2,863 2,863 0.1

経常利益   647,144 17.1  744,881 18.3

Ⅵ　特別利益   － －  － －

Ⅶ　特別損失        

投資有価証券評価損   20,620 0.6  － －

税引前当期純利益   626,524 16.5  744,881 18.3

法人税、住民税及び事業税   190,700 5.0  317,209 7.8

法人税等調整額   57,683 1.5  △7,845 △0.2

当期純利益   378,140 10.0  435,517 10.7

前期繰越利益   728,970   －  

当期未処分利益   1,107,110   －  

        

－ 4 －



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23日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益  1,107,110

Ⅱ　利益処分額   

利益配当金  168,753

Ⅲ　次期繰越利益  938,357

   

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

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 1,333,073 1,453,073 1,107,110 － 3,893,257 3,893,257

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） － － 435,517 － 435,517 435,517

変動額合計（千円） 121,518 121,518 266,764 △649,851 △140,050 △140,050

平成18年12月31日　残高（千円） 1,454,591 1,574,591 1,373,875 △649,851 3,753,207 3,753,207

－ 5 －



重要な会計方針

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　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

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

　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  

３　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。

３　新株発行費の処理方法

同左

４　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。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

５　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　リース取引の処理方法

同左

６　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。

６　その他

(1）消費税等の会計処理方法

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）

 

──────

　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。

　なお、従来の資本合計は純資産合計と一致しております。

－ 6 －



注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１　関係会社への未収入金141,378千円が含まれており

ます。

※１　関係会社への未収入金195,842千円が含まれており

ます。

※２ 会社が発行する株式の総数 384,000株

 発行済株式の総数（普通株式） 225,004株

──────

３　偶発債務

　中国子会社の銀行借入11,400千円に対して債務を保

証しております。

３　偶発債務

同左

（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 333,790千円

従業員賞与 181,479千円

賃借料 114,671千円

貸倒引当金繰入 6,627千円

減価償却費 50,334千円

従業員給与 347,948千円

従業員賞与 155,547千円

賃借料 118,924千円

貸倒引当金繰入 28,000千円

減価償却費 51,873千円

販売費の占めるおおよその割合は53％であります。 販売費の占めるおおよその割合は68％であります。

（株主資本等変動計算書関係）

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　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

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 同左

－ 7 －



（リース取引関係）

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　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

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）

　連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。

なお、子会社株式で時価のあるものはありません。

同左

（デリバティブ取引関係）

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）

　該当事項はありません。 同左

（退職給付関係）

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）

　該当事項はありません。 同左

（関連当事者との取引）

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）

連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 同左
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（税効果会計関係）

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）

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）

投資有価証券 29,287

貸倒引当金 8,613

外国税額控除 20,637

その他 21,427

繰延税金資産計 79,965

繰延税金資産 （千円）

未払事業税等 19,248

貸倒引当金 19,129

外国税額控除 20,637

その他 28,797

繰延税金資産計 87,811

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 0.7

住民税均等割 0.6

IT投資減税 △1.4

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.6

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費 0.8

住民税均等割 0.5

IT投資減税 △0.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.5

（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 17,303円06銭

１株当たり当期純利益 1,684円09銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,652円80銭

１株当たり純資産額 16,555円62銭

１株当たり当期純利益 1,937円51銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,907円63銭

（注）算定上の基礎  

当期純利益 378,140千円

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 15,453円49銭

１株当たり当期純利益 615円67銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 604円50銭

（注）算定上の基礎  

当期純利益 435,517千円

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）

　特記すべき事項はありません。 　同左
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【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成14年８月31日

（注１）
1,000 111,000 180,000 1,260,000 180,000 1,380,000

平成15年12月31日

（注２）
454 111,454 21,338 1,281,338 21,338 1,401,338

平成16年12月31日

（注３）
524 111,978 24,628 1,305,966 24,628 1,425,966

平成17年３月31日

（注４） 
154 112,132 6,157 1,312,123 6,157 1,432,123

平成17年４月26日

（注５） 
112,086 224,218 － 1,312,123 － 1,432,123

平成17年12月31日

（注６） 
786 225,004 20,950 1,333,073 20,950 1,453,073

平成18年12月31日

（注７） 
4,916 229,920 121,518 1,454,591 121,518 1,574,591

１．有償・第三者割当

発行価格　360,000円

資本組入額180,000円

２．新株引受権及び新株予約権の行使（平成15年２月１日～平成15年12月31日）によるものであります。

３．新株引受権及び新株予約権の行使（平成16年１月１日～平成16年12月31日）によるものであります。

　　　　４．新株引受権及び新株予約権の行使（平成17年１月１日～平成17年３月31日）によるものであります。

５．１株につき２株の株式分割による増加であります。

６．新株引受権及び新株予約権の行使（平成17年４月１日～平成17年12月31日）によるものであります。

７．新株引受権及び新株予約権の行使（平成18年１月１日～平成18年12月31日）によるものであります。
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