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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 6,200 4.8 1,319 11.2 1,333 11.5 640 △1.4

18年12月期第３四半期 5,916 － 1,186 － 1,196 － 649 －

18年12月期 8,027 － 1,576 － 1,592 － 853 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月期第３四半期 1,414 70 1,408 80

18年12月期第３四半期 1,438 56 1,428 50

18年12月期 1,888 24 1,875 79

(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

19年12月期第３四半期 16,768 12,595 75.1 27,783 48

18年12月期第３四半期 15,370 11,654 75.8 25,755 88

18年12月期 15,965 11,857 74.3 26,205 52

(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

19年12月期第３四半期 1,375 △377 15 6,092

18年12月期第３四半期 1,020 △450 38 4,307

18年12月期 1,890 △553 41 5,078

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － － － 0 00

19年12月期 － － － －

19年12月期（予想） － － － － 0 00

３．平成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）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,800 9.6 1,752 11.1 1,760 10.6 919 7.8 2,029 79

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う：　無

    特定子会社の異動）

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第３四半期 5,822 10.0 1,492 18.4 1,505 18.5 808 5.3

18年12月期第３四半期 5,292 11.4 1,260 2.5 1,270 2.7 767 △3.0

18年12月期 7,235 － 1,705 － 1,721 － 1,028 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年12月期第３四半期 1,784 55

18年12月期第３四半期 1,699 22

18年12月期 2,275 00

(2）個別財政状態  

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

19年12月期第３四半期 17,178 12,978 75.6 28,627 59

18年12月期第３四半期 15,446 11,808 76.4 26,105 49

18年12月期 16,102 12,072 75.0 26,681 08

６．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,192 13.2 1,880 10.3 1,889 9.8 1,052 2.3 2,322 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、また個人消費の持ち直しなど緩やかな回

復基調の中に推移しました。当社の事業分野であるネットワーク・セキュリティ市場におきましては、引き続きイン

ターネット利用人口や普及率の伸長に伴い企業活動や個人生活におけるインターネット依存度が高まる一方で、企業

の機密情報への不正アクセスや個人を狙ったフィッシング詐欺といったネット上の脅威が増大してきました。当社グ

ループでは、このような状況のもと、高まる情報セキュリティに対する需要を背景に、電子認証を中心とした様々な

サービスを提供してまいりました。

結果、当第３四半期の業績は、売上高6,200百万円 (前年同期比4.8％増）、営業利益1,319百万円 (同11.2％増）、経

常利益1,333百万円(同11.5％増）、純利益640百万円(同1.4％減）となりました。

 

　事業別の概況は以下のとおりです。

　セキュリティ・サービス事業のうち、マス・マーケット部門の売上高は前年同期の3,445百万円から3,769百万円 

(前年同期比9.4％増）へと増加しました。中核となる「サーバＩＤ（ＳＳＬサーバ証明書)」発行サービスにおいては、

ネット上での送信データの暗号化や、ウェブサイト提供者の実在性証明といった利用目的の認知も定着し、大企業か

ら中小企業にいたるまで顧客基盤の裾野は引き続き拡大しております。当第３四半期は、10本以上のサーバＩＤを購

入する大口顧客向けの「マネージドＰＫＩ ｆｏｒ ＳＳＬ」の販売が伸長、売上を牽引する結果となりました。また、

当第１四半期より販売を開始した、従来より認証強度の高い「ＥＶ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）ＳＳ

Ｌ証明書」については、金融機関での採用増加に加えて、ポータルサイト運営企業など他業種での導入が進み、順調

に推移しています。一方、当第３四半期に販売を開始したＧｅｏＴｒｕｓｔブランドの低価格帯サーバ証明書につき

ましては、大手パートナー数社との販売代理店契約が完了するなど販売体制を整えつつありますが、販売開始にあたっ

て契約手続などが難航したことによる立ち上がりの遅れが影響し、売上高は計画を下回る結果となりました。また、

顧客サポート面では、更新時の手続きを簡略化するサービスや更新案内プログラムなどが奏効し、高い更新率を維持

しています。これらの結果、サーバＩＤの有効発行枚数は前年同期の54,200枚から60,900枚（同12.4％増）へ増加し

ました。

 

　エンタープライズ部門の売上高は前年同期の1,800百万円から増加して2,008百万円（前年同期比11.5％増）となり

ました。当第３四半期は、引き続きセキュリティ意識の高い金融機関を中心とした各種ソリューション提供が好調に

推移しました。当社の顧客企業が社員や取引先等の個人（クライアント）の認証を独自で行い、クライアント証明書

の発行プロセスを当社にアウトソースする「マネージドＰＫＩサービス」（ＭＰＫＩ）について、法人向けインター

ネットバンキングサービスにおける利用が加盟銀行の増加に伴い順調に拡大したほか、取引先や個人ユーザ向けのメー

ル配信時に電子署名を添付することで、なりすましや改竄を防止する「セキュアメールＩＤ」について、有効なフィッ

シング詐欺対策として採用が広がりました。また、コンサルティングサービスについては、内部統制の確立に対する

需要が高まる中、セキュリティに関するノウハウと適用範囲の広さが評価され、新規案件の増加につながりました。

一方で、「サプライチェーン（ＲＦＩＤ関連）サービス」については、市場環境の変化等により進捗が当初見込みよ

り遅延しています。

 

　その他部門の売上高は、前年同期の43百万円から38百万円（前年同期比10.6％減）となりました。

　当社の子会社であるサイトロック株式会社が提供するＩＴサービス・マネジメント事業につきましては、前年度の

第３四半期より進めている、収益性の低い運用人員派遣サービスの販売縮小に伴う売上計画の見直し、当第３四半期

に予定していた大型案件受注が当第４四半期へずれたこと等により、売上高は前年同期の627百万円から384百万円（同

38.8％減）となりましたが、当第３四半期に統合セキュリティソリューション「トータルケア」の販売を開始、中小

企業向けに拡充を図ってきた各種パッケージ商品のラインナップが出揃ったほか、全国販売網をもつ大手リセラー２

社との契約締結に至るなど、業績回復に向けた体制は着実に整ってきました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

（資産の状況）

　資産合計は、前連結会計年度末の15,965百万円から803百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は16,768百万円

となっております。これは、固定資産が249百万円減少したものの、流動資産が1,052百万円増加したことによります。

その結果、資産合計に占める流動資産の割合は、前連結会計年度末の46.3％から当第３四半期連結会計期間末は50.4％へ

4.1ポイント増加しております。

　流動資産は、前連結会計年度末より、売掛金が275百万円減少したものの、現金及び預金が1,014百万円増加、繰延
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税金資産が177百万円増加したことが主な要因となり、1,052百万円増加しております。

　固定資産は、投資有価証券が175百万円増加したものの、償却によるのれんの減少211百万円、長期前払費用の減少

129百万円を主な要因として、249百万円減少しております。

（負債の状況）

　負債合計は、前連結会計年度末の4,108百万円から64百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は4,173百万円と

なっております。これは主に、買掛金が256百万円、未払法人税等が110百万円が減少したものの、未払費用が133百万

円増加、前受金が305百万円増加したことによります。 

（純資産の状況）

　純資産合計は、前連結会計年度末の11,857百万円から738百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末は12,595百万

円となっております。これは主に利益剰余金が前連結会計年度末から640百万円増加したことによります。自己資本比

率は前連結会計年度末の74.3％から0.8ポイント増加し、当第３四半期連結会計期間末は75.1％となりました。

 ②キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より1,014百万円増加して6,092百万

円となっております。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。 

（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1,375百万円の増加となっております。これは主に、買掛金の減少額256百

万円、法人税等の支払額835百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益1,197百万円、前受金の増加額305百

万円、減価償却費276百万円、のれん償却額211百万円、売上債権増加額275百万円等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）

　投資活動によるキャッシュ・フローの減少は377百万円となっております。これは主に、サーバ・ネットワーク機

器等の有形固定資産の取得による支出166百万円、社内業務システム等のソフトウェアを含む無形固定資産の取得に

よる支出172百万円等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）

財務活動によるキャッシュ・フローの増加は15百万となっております。これはストック・オプションの行使による

株式の発行によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期におきましては、個人情報保護や内部統制の確立に対する安定した需要を背景に、主力のＳＳＬサーバ

証明書やＭＰＫＩが堅調に推移しましたが、新規サービスであるＧｅｏＴｒｕｓｔブランドの低価格帯サーバ証明書の

販売開始が契約条件の詰めに時間を要した影響により売上への寄与が計画より遅れていること、また市場環境の変化等

により「サプライチェーン（ＲＦＩＤ関連）サービス」の進捗に遅れが生じていることなどから、売上高は想定よりや

や遅いペースで推移しております。しかしながら、既存の大手販売パートナーを中心に低価格帯サーバ証明書の販売体

制が整ったこと、サイトロック株式会社の収益改善が今後期待できること、費用面においても引き続き販売管理費の抑

制を通じて利益の確保に努めることなどから、平成19年12月期通期の連結業績予想に修正はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19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12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   4,307,382   6,092,660   5,078,568  

２．売掛金   675,748   413,742   689,313  

３．貯蔵品   30,559   49,335   22,758  

４．繰延税金資産   1,200,638   1,396,276   1,218,839  

５．その他   436,684   492,260   382,151  

６．貸倒引当金   △3,421   －   －  

流動資産合計   6,647,591 43.2  8,444,275 50.4  7,391,630 46.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物   317,801   357,758   352,771  

(2）工具器具及び備品   601,072   525,375   566,764  

(3）建設仮勘定   18,096   10,958   9,616  

有形固定資産合計   936,970 6.1  894,092 5.3  929,152 5.8

２．無形固定資産           

(1）のれん   5,332,548   5,077,137   5,288,601  

(2）その他   699,392   673,017   662,985  

無形固定資産合計   6,031,940 39.3  5,750,155 34.3  5,951,586 37.3

３．投資その他の資産           

(1）長期前払費用   1,404,075   1,213,308   1,343,161  

(2）その他   350,231   466,845   349,883  

投資その他の資産合計   1,754,307 11.4  1,680,154 10.0  1,693,045 10.6

固定資産合計   8,723,217 56.8  8,324,402 49.6  8,573,785 53.7

資産合計   15,370,809 100.0  16,768,677 100.0  15,965,415 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19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12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   210,641   32,372   289,355  

２．未払金   311,062   285,272   301,504  

３．未払法人税等   242,695   339,099   449,395  

４．前受金   2,718,731   3,136,292   2,830,492  

５．賞与引当金   24,223   28,684   50,893  

６．その他   208,821   300,551   186,640  

流動負債合計   3,716,175 24.2  4,122,272 24.6  4,108,282 25.7

Ⅱ　固定負債           

　　繰延税金負債   －   50,735   －  

固定負債合計   － －  50,735 0.3  － －

負債合計   3,716,175 24.2  4,173,008 24.9  4,108,282 25.7

          

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  4,010,547 26.1 4,020,100 24.0 4,012,187 25.1

２．資本剰余金  4,918,145 32.0 4,927,697 29.3 4,919,785 30.9

３．利益剰余金  2,721,695 17.7 3,565,861 21.3 2,925,159 18.3

株主資本合計  11,650,388 75.8 12,513,659 74.6 11,857,132 74.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  －  82,009  －  

評価・換算差額等合計  － － 82,009 0.5 － －

Ⅲ　少数株主持分  4,245 0.0 － － － －

純資産合計  11,654,634 75.8 12,595,668 75.1 11,857,132 74.3

負債及び純資産合計  15,370,809 100.0 16,768,677 100.0 15,965,415 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,916,575 100.0  6,200,888 100.0  8,027,963 100.0

Ⅱ　売上原価   2,274,429 38.4  2,437,810 39.3  3,198,356 39.8

売上総利益   3,642,145 61.6  3,763,078 60.7  4,829,606 60.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,455,491 41.5  2,443,324 39.4  3,252,811 40.6

営業利益   1,186,654 20.1  1,319,753 21.3  1,576,795 19.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,387   15,691   3,930   

２．仮受金精算益  －   －   3,662   

３．受取補償金  9,500   －   9,500   

４．雑収入  534 11,422 0.2 905 16,596 0.3 557 17,650 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．為替差損  276   58   297   

２．新株発行費  1,027   －   －   

３．株式交付費  －   423   1,220   

４．創立費  639   －   639   

５．雑損失  1 1,944 0.1 1,991 2,472 0.1 1 2,158 0.0

経常利益   1,196,132 20.2  1,333,876 21.5  1,592,287 19.8

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   －   3,421   

２．前期損益修正益 ※２ 28,594 28,594 0.5 － － － 29,802 33,223 0.4

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 1,338   20,351   2,186   

２．前期損益修正損 ※４ 2,500   3,350   19,989   

３．事業所統合費用 ※５ －   90,818   －   

４．ソフトウェア
仮勘定除却損  

 － 3,838 0.1 21,775 136,295 2.2 － 22,175 0.3

税金等調整前
第３四半期
（当期）純利益

  1,220,888 20.6  1,197,581 19.3  1,603,335 19.9

法人税、住民税及び
事業税

 612,693   734,989   809,760   

法人税等調整額  △42,357 570,336 9.6 △178,110 556,879 9.0 △60,540 749,220 9.3

少数株主利益   682 0.0  － －  782 0.0

第３四半期
（当期）純利益

  649,868 11.0  640,701 10.3  853,332 10.6
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
3,990,961 4,898,559 2,071,826 10,961,347 3,562 10,964,910

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 19,586 19,585 － 39,171 － 39,171

第３四半期純利益（千円） － － 649,868 649,868 － 649,868

株主資本以外の項目の四半期連結

会計期間中の変動額合計

（純額）（千円）

－ － － － 682 682

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
19,586 19,585 649,868 689,040 682 689,723

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,010,547 4,918,145 2,721,695 11,650,388 4,245 11,654,634

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算差
額等合計

平成18年12月31日　残高

（千円）
4,012,187 4,919,785 2,925,159 11,857,132 － － 11,857,132

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 7,912 7,912 － 15,825 － － 15,825

第３四半期純利益（千円） － － 640,701 640,701 － － 640,701

株主資本以外の項目の四半期連結会

計期間中の変動額合計

（純額）（千円）

－ － － － 82,009 82,009 82,009

四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
7,912 7,912 640,701 656,526 82,009 82,009 738,536

平成19年９月30日　残高

（千円）
4,020,100 4,927,697 3,565,861 12,513,659 82,009 82,009 12,595,668

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 株主資本

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
3,990,961 4,898,559 2,071,826 10,961,347 3,562 10,964,910

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 21,226 21,225 － 42,451 － 42,451

当期純利益（千円） － － 853,332 853,332 － 853,332

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額合計

（純額）（千円）

－ － － － △3,562 △3,562

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
21,226 21,225 853,332 895,784 △3,562 892,221

平成18年12月31日　残高

（千円）
4,012,187 4,919,785 2,925,159 11,857,132 － 11,857,132
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期

（当期）純利益
 1,220,888 1,197,581 1,603,335

減価償却費  266,389 276,650 364,863

のれん償却額  234,292 211,464 312,582

商標権償却  417 417 556

創立費  639 － 639

賞与引当金の増減額

（△減少額）
 △26,310 △22,209 359

貸倒引当金の減少額  － － △3,421

新株発行費  1,027 － －

株式交付費  － 423 1,220

受取利息  △1,387 △15,691 △3,930

為替差益  △20 △840 △11

固定資産除却損  1,338 63,184 2,186

ソフトウェア仮勘定除却損  － 21,775 －

売上債権の増減額

（△増加額）
 △2,808 275,570 △16,373

貯蔵品の増加額  △19,383 △26,577 △11,583

前払費用の増減額

（△増加額）
 △36,098 △86,374 22,989

長期前払費用の減少額  180,201 129,853 241,114

その他資産の増減額

（△増加額）
 1,346 31,330 △3,301

買掛金の増減額

（△減少額）
 58,085 △256,982 136,799

未払金の減少額  △66,256 △14,038 △67,291

未払費用の増減額

（△減少額）
 △1,416 133,099 △14,924

未払消費税等の減少額  △18,932 △35,395 △16,560

前受金の増加額  174,752 305,800 286,513

その他負債の増減額

（△減少額）
 △17,127 7,643 △18,062

小計  1,949,635 2,196,684 2,817,701

利息及び配当金の受取額  640 14,395 3,339

法人税等の還付額  64 53 64

法人税等の支払額  △930,005 △835,901 △930,545

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,020,335 1,375,232 1,890,560
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

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  △222,105 △166,282 △264,917

無形固定資産の取得による支出  △227,284 △172,910 △248,231

投資有価証券の取得による支出  － △36,075 －

連結子会社株式の追加取得による

支出
 － － △38,638

敷金保証金の差入れによる支出  △20,397 △2,114 △20,397

敷金保証金の払戻による収入  18,867 － 19,197

その他投資活動による支出  － － △50

投資活動によるキャッシュ・フロー  △450,920 △377,382 △553,038

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  38,143 15,401 41,231

財務活動によるキャッシュ・フロー  38,143 15,401 41,231

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  20 840 11

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

   （△減少額）
 607,579 1,014,091 1,378,765

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,699,803 5,078,568 3,699,803

Ⅶ　現金及び現金同等物第３四半期

   （期末）残高
※１ 4,307,382 6,092,660 5,078,568
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 連結子会社の数　　　　 ２社

連結子会社の名称　サイトロック株

式会社、株式会社ソートジャパン

　株式会社ソートジャパンについて

は、当第３四半期連結会計期間にお

いて設立したことに伴い、連結子会

社としたため、当第３四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めており

ます。

連結子会社の数　　　　 ２社

連結子会社の名称　サイトロック株

式会社、株式会社ソートジャパン

同　左

 株式会社ソートジャパンについては、

当連結会計年度において設立したこ

とに伴い、連結子会社としたため、

当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　左 同　左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社サイトロック株式会社

の第３四半期決算日は２月28日であ

ります。第３四半期連結財務諸表の

作成にあたっては第３四半期連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく

第３四半期財務諸表を用いておりま

す。

　連結子会社の第３四半期決算日は、

第３四半期連結決算日と一致してお

ります。

　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。なお、連結

子会社のうち、サイトロック株式会

社の決算日は５月31日でありました

が、当連結会計年度より12月31日に

変更しております。

　サイトロック株式会社に関しまし

ては、前期は連結決算日において仮

決算をしておりますので、決算日の

変更に伴う当連結会計年度の損益へ

の影響はありません。

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

 その他有価証券

　 時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は主として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。

 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。

 ②　たな卸資産

 貯蔵品

　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

 貯蔵品

同　左

 ②　たな卸資産

 貯蔵品

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 ３～22年

工具器具及び備品 ２～20年

 ①　有形固定資産

　平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産は、旧定額法によっ

ております。

　平成19年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については定額法

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 ３～22年

工具器具及び備品 ２～20年

  （会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　この変更が当第３四半期連結会

計期間の損益に与える影響は軽微

であります。

 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 ３～22年

工具器具及び備品 ３～20年
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ②　無形固定資産

 　営業権

　定額法（５年）

 　商標権

　定額法（10年）

 　自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法

 ②　無形固定資産

 ─────

 

 　商標権

同　左

 　自社利用ソフトウェア

同　左

 ②　無形固定資産

 ─────

 

 　商標権

同　左

 　自社利用ソフトウェア

同　左

（3）重要な繰延資産の処理

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　　　　─────

　

 ③　創立費

  支出時に全額費用として処理し

ております。

 ①        ─────

　

 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。

 ③        ─────

 

 ①        ─────

 

 ②　株式交付費

 同　左

 ③　創立費

  支出時に全額費用として処理し

ております。

(4）重要な引当金の計上基

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

 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第３四半

期連結会計期間負担額を計上して

います。

 ②　賞与引当金

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連結会計

年度負担額を計上しております。

(5）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 同　左

(6）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。

同　左 同　左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  消費税等の会計処理

同　左

  消費税等の会計処理

同　左

５．のれん償却に関する事項 　のれんのうち、連結調整勘定につ

いては20年間、営業権については５

年で均等償却を行っております。

　のれんについては20年間で均等償

却を行っております。

同　左

６．四半期連結キャッシュ・

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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四半期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

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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）

  当第３四半期連結会計期間から、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。

 ──────  　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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）

  当第３四半期連結会計期間から、「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

11,650,388千円であります。

　なお、中間連結財務諸表等規則の改正によ

り、 当第３四半期連結会計期間における四半

期連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間連結財務諸表等規則により作成

しております。

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準）

　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。

　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、連結財務諸表規則の改正により、 当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の連結財務諸表規則に

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）

　当連結会計年度より、「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　実務対応報告第19号）を

適用しております。

　これに伴い、前連結会計年度における営業外

費用の「新株発行費」は、当連結会計年度より

「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）

　当連結会計年度より、「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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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日現在）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日現在）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

758,938千円 892,687千円 801,511千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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うち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 99,294千円

給与手当 796,631

賞与引当金繰入額 60,388

支払報酬 136,066

賃借料 166,198

広告宣伝費 155,440

減価償却費 121,033

ライセンス料 180,000

のれん償却額 234,342

  

役員報酬 75,552千円

給与手当 790,233

賞与引当金繰入額 28,684

支払報酬 160,675

賃借料 155,041

広告宣伝費 153,517

減価償却費 111,233

ライセンス料 184,182

のれん償却額 211,464

役員報酬 126,456千円

給与手当 1,071,204

賞与引当金繰入額 81,881

支払報酬 193,937

賃借料 223,630

広告宣伝費 184,682

減価償却費 162,696

ライセンス料 240,000

のれん償却額 312,582

※２．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による

ものであります。 

※２．

────── 

※２．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。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

工具器具及び備品 1,338千円

計 1,338

建物 2,504千円

工具器具及び備品 17,838 

ソフトウェア 9 

計 20,351

工具器具及び備品 2,186千円

計 2,186

※４．前期損益修正損

　当社の連結子会社であるサイトロック株

式会社の過年度の売上修正によるものであ

ります。

※４．前期損益修正損

過年度の売上修正によるものでありま

す。

※４．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。

※５．

────── 

※５．事業所統合費用

子会社サイトロック株式会社におけるデー

タセンター・事業所統合に伴い発生した費用

であります。

※５．

──────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１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に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数 （株）
増加株式数（株） 減少株式数 （株）

当第３四半期連結会計期

間末株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式　（注） 451,036 1,303 － 452,339

 合　　　　　計 451,036 1,303 － 452,339

（注）普通株式の発行済株式総数の増加1,303株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

　　（1）配当金支払額

　該当事項はありません。

　　（2）基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期末後となるもの

　該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数 （株）

増加株式数（株） 減少株式数 （株）
当第３四半期連結会計期
間末株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式　（注） 452,467 884 － 453,351

 合　　　　　計 452,467 884 － 453,351

（注）普通株式の発行済株式総数の増加884株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

　　（1）配当金支払額

　該当事項はありません。

　　（2）基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期末後となるもの

　該当事項はありません。
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前連結会計年度（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に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式  （注） 451,036 1,431 － 452,467

 合　　　　　計 451,036 1,431 － 452,467

（注）普通株式の発行済株式総数の増加1,431株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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第３四半期末残高

と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成18年12月31日現在）

現金及び預金 4,307,382千円

現金及び現金同等物 4,307,382千円

現金及び預金 6,092,660千円

現金及び現金同等物 6,092,660千円

現金及び預金 5,078,568千円

現金及び現金同等物 5,078,568千円

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

　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、中

間連結財務諸表規則第15条の規定に従い、記

載を省略しております。

同左 　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、連

結財務諸表規則第15条の３の規定に従い、記

載を省略しております。
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（有価証券関係）

前四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 49,000

当四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 49,000 188,000 138,999

合計 49,000 188,000 138,999

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 36,075

前連結会計年度（平成18年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 49,000

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く

行っておりませんので、該当事項はありません。

　同　左 　同　左 
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（ストック・オプション等関係）

 前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 　１．ストック・オプションの内容及び規模

 　当第３四半期連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 
平成18年ストックオプション

（第８回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数

当社　：取締役１名　従業員66名

子会社：取締役２名　監査役１名　

従業員66名

ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　857株

付与日 平成18年２月３日

権利確定条件 　（注）２

対象勤務期間 定めはありません。 

権利行使期間
平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで

権利行使価格 400,492円

公正な評価単価（付与日） －（注）３

（注）１．株式数に換算して記載しております。

 ２．被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要し

ます。ただし、当社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の全

部又は一部を行使することができるものとします。

 ３．旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権であります。

 　２．四半期連結財務諸表への影響額

　該当事項はありません。

 当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

  該当事項はありません。
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 前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 　１．ストック・オプションの内容及び規模

 　    前連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 
平成18年ストックオプション

（第８回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数

当社　：取締役１名　従業員66名

子会社：取締役２名　監査役１名　

従業員66名

ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　857株

付与日 平成18年２月３日

権利確定条件 　（注）２

対象勤務期間 定めはありません。 

権利行使期間
平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで

権利行使価格 400,492円

公正な評価単価（付与日） －（注）３

（注）１．株式数に換算して記載しております。

 ２．被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要し

ます。ただし、当社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場

合に限り、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の全

部又は一部を行使することができるものとします。

 ３．旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権であります。

 　２．連結財務諸表への影響額

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,289,276 627,298 5,916,575 － 5,916,575

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,551 123,858 127,409 (127,409) －

計 5,292,827 751,157 6,043,985 (127,409) 5,916,575

営業費用 4,041,648 815,682 4,857,330 127,409 4,729,921

営業利益（△営業損失） 1,251,179 △64,525 1,186,654 － 1,186,654

　（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

ネームの登録及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、電子証明書の発行及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。また連結子会社の株式

会社ソートジャパンを通じて、中小企業・個人事業主を主な対象

とし、簡易な認証による低価格のサーバ証明書発行サービスを提

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（210,178千円）が含まれております。
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当四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,816,866 384,021 6,200,888 － 6,200,888

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
7,159 129,331 136,490 (136,490) －

計 5,824,026 513,352 6,337,379 (136,490) 6,200,888

営業費用 4,343,471 674,154 5,017,625 136,490 4,881,135

営業利益（△営業損失） 1,480,555 △160,802 1,319,753 － 1,319,753

　（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

インネームの登録及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、電子証明書の発行及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。また連結子

会社の株式会社ソートジャパンを通じて、中小企業・個人事業主

を主な対象とし、簡易な認証による低価格のサーバ証明書発行

サービスを提供しています。

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（211,464千円）が含まれております。
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前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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）

　　 売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,229,754 798,207 8,027,963 － 8,027,963

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,439 170,714 177,154 (177,154) －

計 7,236,194 968,921 8,205,117 (177,154) 8,027,963

 営業費用 5,546,340 1,081,982 6,628,321 177,154 6,451,167

 営業利益（△営業損失） 1,689,855 △113,060 1,576,795 － 1,576,795

　（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証明書の発行、ならびに

ドメインネームの登録及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、電子証明書の発行及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。また連結子

会社の株式会社ソートジャパンを通じて、中小企業・個人事業主

を主な対象とし、簡易な認証による低価格のサーバ証明書発行

サービスを提供しています。

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（280,380千円）が含まれております。
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【所在地別セグメント情報】

前四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

　本邦以外の国また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。 

当四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国また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。 

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦以外の国また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。 

【海外売上高】

前四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 25,755円88銭

１株当たり第３四半期純利益 1,438円56銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益
1,428円50銭

１株当たり純資産額 27,783円48銭

１株当たり第３四半期純利益 1,414円70銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益
1,408円80銭

１株当たり純資産額 26,205円52銭

１株当たり当期純利益 1,888円24銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
1,875円79銭

日本ベリサイン株式会社(3722) 平成 19 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 23 －



　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額

第３四半期（当期）純利益（千円） 649,868 640,701 853,332

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
649,868 640,701 853,332

期中平均株式数（株） 451,749 452,890 451,920

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,182 1,897 3,000

（うち新株予約権） (3,182) (1,897) (3,000)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権の対象となる株式の数（株）

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年４月16日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  113株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年７月21日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  178株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年10月19日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  148株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年１月27日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  178株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年２月25日
開催取締役会決議による新株予
約権
普通株式　  276株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成17年９月16日開催
取締役会決議による新株予約
権
普通株式　  105株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成18年１月26日開催
取締役会決議による新株予約
権
普通株式    274株

合計　　　 
普通株式　1,272株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年４月16日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　 1,764株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年７月21日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   162株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年10月19日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   182株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成17年１月27日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   180株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成17年２月25日

開催取締役会決議による新株予

約権

普通株式　   92株

平成17年３月25日定時株主総会

決議及び平成17年９月16日開催

取締役会決議による新株予約

権

普通株式     189株

平成17年３月25日定時株主総会

決議及び平成18年１月26日開催

取締役会決議による新株予約

権

普通株式     566株

合計　　　 

普通株式   3,135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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── ────── 　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、個別の企業

の金額詳細については現時点で未定でありま

す。
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６．四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 3,774,473  5,539,005  4,517,078  

２．売掛金 589,989  360,981  615,291  

３．貯蔵品 30,559  49,335  22,758  

４．前払費用  390,399  424,960  331,182  

５．繰延税金資産 1,191,106  1,380,937  1,210,313  

６．その他 53,676  31,542  57,299  

７．貸倒引当金 △3,421  －  －  

流動資産合計  6,026,782 39.0  7,786,761 45.3  6,753,922 41.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 267,304  348,901  302,979  

(2）工具器具及び備品 574,231  485,694  541,711  

(3) 建設仮勘定 18,096  10,958  9,616  

有形固定資産合計 859,632   845,554   854,307   

２．無形固定資産 680,458   649,137   637,286   

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式  6,178,203  6,216,841  6,216,841  

(2）長期前払費用  1,404,075  1,213,308  1,343,161  

(3）差入保証金 243,100  242,770  242,770  

(4）その他 54,599  224,075  54,581  

投資その他の資産
合計

7,879,978  7,896,996   7,857,355   

固定資産合計  9,420,069 61.0  9,391,688 54.7  9,348,949 58.1

資産合計  15,446,851 100.0  17,178,449 100.0  16,102,872 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  188,940  19,840  266,655  

２．未払金  316,001  385,527  304,473  

３．未払法人税等 239,498  335,660  444,019  

４．前受金 2,707,680  3,125,332  2,823,097  

５．賞与引当金  24,223  28,684  50,893  

６．その他 ※２ 161,972  254,321  141,425  

流動負債合計  3,638,317 23.6  4,149,365 24.1  4,030,565 25.0

Ⅱ　固定負債           

　　繰延税金負債  －   50,735   －   

固定負債合計   － －  50,735 0.3  － －

負債合計  3,638,317 23.6  4,200,102 24.4  4,030,565 25.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１. 資本金  4,010,547 26.0 4,020,100 23.4  4,012,187 24.9

２. 資本剰余金   

(1）資本準備金  4,918,145 4,927,697 4,919,785  

資本剰余金合計  4,918,145 31.8 4,927,697 28.7  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  2,879,840 3,948,539 3,140,334  

利益剰余金合計  2,879,840 18.6 3,948,539 23.0  3,140,334 19.5

株主資本合計  11,808,533 76.4 12,896,337 75.1  12,072,307 75.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  －  82,009  －  

評価・換算差額等合計  － － 82,009 0.5 － －

純資産合計  11,808,533 76.4 12,978,347 75.6  12,072,307 75.0

負債純資産合計  15,446,851 100.0 17,178,449 100.0  16,102,872 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,292,691 100.0 5,822,121 100.0 7,235,656 100.0

Ⅱ　売上原価 1,953,800 36.9 2,256,441 38.8 2,788,766 38.5

売上総利益 3,338,891 63.1 3,565,680 61.2 4,446,890 61.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,078,250 39.3 2,073,533 35.6 2,741,512 37.9

営業利益 1,260,640 23.8 1,492,146 25.6 1,705,377 23.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 11,320 0.2 15,711 0.3 17,383 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,303 0.0 2,419 0.0 1,517 0.0

経常利益 1,270,657 24.0 1,505,439 25.9 1,721,243 23.8

Ⅵ　特別利益   28,594 0.5  － －  33,223 0.5

Ⅶ　特別損失   78 0.0  135,258 2.3  17,646 0.2

税引前第３四半期
（当期）純利益

1,299,172 24.5 1,370,180 23.5 1,736,821 24.0

法人税、住民税及び
事業税

610,976 733,272 807,320

法人税等調整額 △79,427 531,549 10.0 △171,297 561,975 9.6 △98,616 708,704 9.8

第３四半期（当期）
純利益

767,622 14.5 808,205 13.9 1,028,116 14.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

 前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30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

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 19,586 19,585 19,585 － － 39,171 39,171

第３四半期純利益（千円） － － － 767,622 767,622 767,622 767,622

四半期会計期間中の変動額合計（千円） 19,586 19,585 19,585 767,622 767,622 806,794 806,794

平成18年９月30日　残高（千円） 4,010,547 4,918,145 4,918,145 2,879,840 2,879,840 11,808,533 11,808,533

 当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本  評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
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

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 7,912 7,912 7,912 － － 15,825 － － 15,825

第３四半期純利益（千円） － － － 808,205 808,205 808,205 － － 808,205

株主資本以外の項目の四半期会

計期間中の変動額合計

（純額）（千円） 

－ － － － － － 82,009 82,009 82,009

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
7,912 7,912 7,912 808,205 808,205 824,030 82,009 82,009 906,040

平成19年９月30日残高（千円） 4,020,100 4,927,697 4,927,697 3,948,539 3,948,539 12,896,337 82,009 82,009 12,978,347

 前事業年度の株主資本等変動計算書（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（千円） 21,226 21,225 21,225 － － 42,451 42,451

当期純利益（千円） － － － 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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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

(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（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は主として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）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．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

ております。

貯蔵品

同左

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通り

であります。

建　　　　　物 ５～18年

工具器具及び備品 ２～20年

(1）有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産は、旧定額法に

よっております。

　平成19年４月１日以後に取得

した有形固定資産については定

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

  （会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　この変更が当第３四半期会計期

間の損益に与える影響は軽微であ

ります。

(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

(2）無形固定資産

同左

(3）営業権

５年間で均等償却しています。

────── ────── 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

────── ────── 

  ──────  株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。 

 株式交付費

同左

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

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(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第３

四半期会計期間負担額を計上し

ています。

(2）賞与引当金

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。

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 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

会計処理によっています。

同左 同左

８．その他四半期財務諸表

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

税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（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）

(「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。

────── （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）

 当第３四半期会計期間より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

11,808,533千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における四半期貸借

対照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。

────── （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。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

　前第３四半期会計期間まで「未払金」と流動負債「その他」に含

めていた買掛金は、当第３四半期会計期間より区分掲記することと

しました。

　なお、前第３四半期会計期間末の買掛金は、「未払金」に207千円、

流動負債「その他」に113,829千円含まれております。

 ──────
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末

（平成19年９月30日現在）

前事業年度

（平成18年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　 　

　　　 　683,708千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　 　

　　　         821,000千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　

　　　       731,337千円

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２．消費税等の取扱い

同左

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 1,291千円

受取補償金 9,500

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 14,811千円

※１．営業外収益のうち主な項目

受取利息 3,669千円

仮受金精算益 3,662

受取補償金 9,500

※２．営業外費用のうち主な項目

為替差損 276千円

新株発行費 1,027

※２．営業外費用のうち主な項目

株式交付費 423千円

※２．営業外費用のうち主な項目

為替差損 297千円

株式交付費 1,220

　３．減価償却実施額

有形固定資産 132,103千円

無形固定資産 146,285

　３．減価償却実施額

有形固定資産 128,436千円

無形固定資産 135,151

　３．減価償却実施額

有形固定資産 180,058千円

無形固定資産 200,860

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30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。

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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。

前事業年度（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。

日本ベリサイン株式会社(3722) 平成 19 年 12 月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 33 －



（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

　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、中

間財務諸表等規則第５条の３の規定に従い、

記載を省略しております。

同左 　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。

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日現在）

当第３四半期会計期間末

（平成19年９月30日現在）

前事業年度末

（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。

同左 同左

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 26,105円49銭

１株当たり第３四半期純利益 1,699円22銭

潜在株式調整後１株当たり第
３四半期純利益

1,687円34銭

１株当たり純資産額 28,627円59銭

１株当たり第３四半期純利益 1,784円55銭

潜在株式調整後１株当たり第
３四半期純利益

1,777円11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
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　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

前第３四半期会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額

第３四半期（当期）純利益（千円） 767,622 808,205 1,028,116

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
767,622 808,205 1,028,116

期中平均株式数（株） 451,749 452,890 451,920

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） －  －

普通株式増加数（株） 3,182 1,897 3,000

（うち新株予約権） (3,182)  (1,897) (3,000)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権の対象となる株式の数（株）

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年４月16日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  113株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年７月21日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  178株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成16年10月19日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  148株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年１月27日
開催取締役会決議による新株予
約権 
普通株式　  178株

平成16年３月26日開催定時株主
総会決議及び平成17年２月25日
開催取締役会決議による新株予
約権
普通株式　  276株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成17年９月16日開催
取締役会決議による新株予約
権
普通株式　  105株

平成17年３月25日定時株主総会
決議及び平成18年１月26日開催
取締役会決議による新株予約
権
普通株式    274株

合計　　　 
普通株式　1,272株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年４月16日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　 1,764株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年７月21日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   162株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成16年10月19日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   182株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成17年１月27日

開催取締役会決議による新株予

約権 

普通株式　   180株

平成16年３月26日開催定時株主

総会決議及び平成17年２月25日

開催取締役会決議による新株予

約権

普通株式　   92株

平成17年３月25日定時株主総会

決議及び平成17年９月16日開催

取締役会決議による新株予約

権

普通株式     189株

平成17年３月25日定時株主総会

決議及び平成18年１月26日開催

取締役会決議による新株予約

権

普通株式     566株

合計　　　 

普通株式   3,135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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ──────  ────── 　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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７．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　当社グループの生産業務の内容は、電子証明書発行サービス及びコンサルティングサービス等のサービス業務で

あることから、生産実績は販売実績と同一の内容となるため、生産実績の記載を省略しております。

②　受注実績

受注高

 （単位：百万円）

区　分

 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成18年１月１日
   至 平成18年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
（自 平成19年１月１日
   至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

（自 平成18年１月１日

   至 平成18年12月31日)

 セキュリティ・サービス事業 6,060 6,354 8,009

  マス・マーケット部門 3,847 4,089 5,004

  エンタープライズ部門 2,172 2,225 2,948

  その他部門 41 39 57

 ITサービス・マネジメント事業 534 475 717

 合計 6,595 6,829 8,727

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

受注残高

 （単位：百万円）

区　分
前第３四半期連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

当第３四半期連結会計期間末
(平成19年９月30日現在)

前連結会計年度末
(平成18年12月31日現在)

 セキュリティ・サービス事業 4,249 4,795 4,257

  マス・マーケット部門 2,719 2,979 2,659

  エンタープライズ部門 1,522 1,807 1,590

  その他部門 6 8 7

 ITサービス・マネジメント事業 10 113 22

 合計 4,259 4,908 4,279

(注）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

区　分

 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成18年１月１日
   至 平成18年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
（自 平成19年１月１日
   至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
（自 平成18年１月１日
   至 平成18年12月31日)

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)

 セキュリティ・サービス事業 5,289 89.4 5,816 93.8 7,229 90.1

  マス・マーケット部門 3,445 58.3 3,769 60.8 4,662 58.2

  エンタープライズ部門 1,800 30.4 2,008 32.4 2,507 31.2

  その他部門 43 0.7 38 0.6 58 0.7

 ITサービス・マネジメント事業 627 10.6 384 6.2 798 9.9

  合計 5,916 100.0 6,200 100.0 8,027 100.0

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。
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