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（訂正）過年度決算短信の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年７月７日に発表いたしました「平成 20 年５月期 決算短信（非連結）」、

平成 19 年７月９日に発表いたしました「平成 19 年５月期 決算短信（非連結）」及び平成 18

年７月 13 日に発表いたしました「平成 18 年５月期 決算短信（非連結）」の記載内容に一部訂

正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は、下線を付してお

ります。 

 「平成 20 年５月期 決算短信（非連結）」、「平成 19 年５月期 決算短信（非連結）」及び「平

成 18 年５月期 決算短信（非連結）」につきましては「売上高」、「営業利益」、「経常利益」及

び「当期純利益」に変更はありません。 
また、有価証券報告書（第６期）及び有価証券報告書（第５期）の訂正報告書につきまして

は、平成 20 年８月 28 日付で関東財務局に提出しております。 

 

記 
訂正箇所 

１．「平成 20 年５月期 決算短信（非連結）」について 

事業内容と特徴について（６ページ） 
 （訂正前） 
   当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナルサ

ービスの３事業から成り立っています。 
   主力事業は、セキュリティサービス事業であり、平成 20 年５月期会計期間における同

事業の総売上高に占める割合は 89.9％となっております。同事業では、ファイアウォール、

ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動制御システム）、ＶＰＮ（仮想専用線）、ロ

ードバランサ、ホットスタンバイなど 12 種類のセキュリティ機能を搭載したセキュリテ

ィ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することで、総合的なセキュリティサー

ビスの提供を行っております。 
＜略＞ 

 （訂正後） 
   当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナルサ

ービスの３事業から成り立っています。 
   主力事業は、セキュリティサービス事業であり、平成 20 年５月期会計期間における同

事業の総売上高に占める割合は 89.9％となっております。同事業では、ファイアウォール、

ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動防御システム）、ＶＰＮ（仮想専用線）、ロ

ードバランサ、ホットスタンバイなど 12 種類のセキュリティ機能を搭載したセキュリテ

ィ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することで、総合的なセキュリティサー

ビスの提供を行っております。 
＜略＞ 



２．企業集団の状況（10 ページ） 
 （訂正前） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナル事業を展開しています。 
＜略＞ 

 
 （訂正後） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナルサービス事業を展開しています。 
＜略＞ 

 

注記事項（24 ページ） 
 （訂正前） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年６月１日 

至 平成20年５月31日) 

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金 
額は次の通りであります。 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および 
金額は次の通りであります。 

＜略＞ 
減価償却費      7,794千円 

＜略＞ 

 
 （訂正後） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年６月１日 

至 平成20年５月31日) 

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金 
額は次の通りであります。 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および 
金額は次の通りであります。 

＜略＞ 
減価償却費       8,637千円 

＜略＞ 

 
 



（ストック・オプション等関係）（30 ページ） 

（訂正前） 

 前事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

当社顧問      2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

付与日（平成15年５月23 

日）以降、権利確定日（平

成17年３月20日～平成22年

３月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年４月28 

日）以降、権利確定日（平 

成18年９月１日～平成23年 

８月31日）まで継続して勤 

務していること。

付与日（平成17年11月１ 

日）以降、権利確定日（平

成19年10月18日～平成24年

10月17日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間 

１年10ヶ月～６年10ヶ月 

（平成17年３月20日～平成

22年３月19日）

１年５ヶ月～６年５ヶ月 

（平成18年９月１日～平成 

23年８月31日）

１年11ヶ月～６年11ヶ月 

（平成19年10月18日～平成

24年10月17日）

権利行使期間 
平成17年３月20日から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 
（訂正後） 
 前事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 
  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

外部協力者     2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

本新株予約権を保有する者

（以下「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時におい

ても、会社又はその子会社の

取締役、監査役、執行役員、

使用人または協力者として

取締役会にて承認された者

（以下「協力者」という）の

何れかの地位を有している

場合に限り行使することが

出来る。但し、本新株予約権

者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できる。

同左 同左

対象勤務期間 該当期間無し 同左 同左

権利行使期間 

平成17年３月20日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 



（ストック・オプション等関係）（32 ページ） 

（訂正前） 

 当事業年度（自 平成 19 年６月１日 至 平成 20 年５月 31 日） 

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

当社顧問      2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

付与日（平成15年５月23 

日）以降、権利確定日（平

成17年３月20日～平成22年

３月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年４月28 

日）以降、権利確定日（平 

成18年９月１日～平成23年 

８月31日）まで継続して勤 

務していること。

付与日（平成17年11月１ 

日）以降、権利確定日（平

成19年10月18日～平成24年

10月17日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間 

１年10ヶ月～６年10ヶ月 

（平成17年３月20日～平成

22年３月19日）

１年５ヶ月～６年５ヶ月 

（平成18年９月１日～平成 

23年８月31日）

１年11ヶ月～６年11ヶ月 

（平成19年10月18日～平成

24年10月17日）

権利行使期間 
平成17年３月20日から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 
（訂正後） 
 前事業年度（自 平成 19 年６月１日 至 平成 20 年５月 31 日） 
  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

外部協力者     2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

本新株予約権を保有する者

（以下「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時におい

ても、会社又はその子会社の

取締役、監査役、執行役員、

使用人または協力者として

取締役会にて承認された者

（以下「協力者」という）の

何れかの地位を有している

場合に限り行使することが

出来る。但し、本新株予約権

者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できる。

同左 同左

対象勤務期間 該当期間無し 同左 同左

権利行使期間 

平成17年３月20日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 



（関連当事者との取引）（34 ページ） 
（訂正前） 
当事業年度（自 平成 19 年６月１日 至 平成 20 年５月 31 日） 
 該当事項はありません。 

  
（訂正後） 
当事業年度（自 平成 19 年６月１日 至 平成 20 年５月 31 日） 
 取引に重要性が無いため、記載を省略しております。 

 
(2)その他（38 ページ） 

（訂正前） 

 ③ 販売実績 
＜略＞ 

 （注）２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す 
る割合は次のとおりであります。 

前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

     至 平成 19 年５月 31 日）

当事業年度 

（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日） 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ソフトバンクテレコム株式会社 194,475 17.9 307,454 21.3

株式会社ＵＣＯＭ － － 219,347 15.2

（注）前事業年度の株式会社ＵＣＯＭについては、当該割合が 100 分の 10 未満のため記載 
を省略致しました。 

 
（訂正後） 
 ③ 販売実績 

＜略＞ 
 （注）２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す 

る割合は次のとおりであります。 
前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

   至 平成 19 年５月 31 日）

当事業年度 

（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日） 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

ソフトバンクテレコム株式会社 194,475 17.9 307,454 21.3

株式会社ＵＣＯＭ － － 219,347 15.2

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．前事業年度の株式会社ＵＣＯＭについては、当該割合が 100 分の 10 未満のため 
記載を省略致しました。 



２．「平成 19 年５月期 決算短信（非連結）」について 

(4) 事業等のリスク（５ページ） 
 （訂正前） 

（１）事業内容と特徴について 
   当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナルサ

ービスの３事業から成り立っています。 
その中でも主力はセキュリティサービスとなっており、平成 19 年５月期会計期間にお

ける同事業の総売上高に占める割合は 88.5％となっております。同事業では、ファイアウ

ォール、ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動制御システム）、ＶＰＮ（仮想専

用線）、ロードバランサ、ホットスタンバイなどの各セキュリティ機能を統合した自社開発

のセキュリティ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することにより、総合的な

セキュリティサービスの提供を行っております。ユーザ企業からは月額の利用料を徴収し

ていることから、契約期間の終了やその他の理由によりユーザ企業との契約解除が増加し

た場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
 
 （訂正後） 

（１）事業内容と特徴について 
   当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナルサ

ービスの３事業から成り立っています。 
その中でも主力はセキュリティサービスとなっており、平成 19 年５月期会計期間にお

ける同事業の総売上高に占める割合は 88.5％となっております。同事業では、ファイアウ

ォール、ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動防御システム）、ＶＰＮ（仮想専

用線）、ロードバランサ、ホットスタンバイなどの各セキュリティ機能を統合した自社開発

のセキュリティ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することにより、総合的な

セキュリティサービスの提供を行っております。ユーザ企業からは月額の利用料を徴収し

ていることから、契約期間の終了やその他の理由によりユーザ企業との契約解除が増加し

た場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
 
（５）その他（８ページ） 

 （訂正前） 
①新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

   当社は、旧商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21もしくは会社法第 236 条、第 238
条および第 239 条の規定に基づき平成 15 年３月 18 日開催の臨時株主総会、平成 16 年８

月 30 日開催の定時株主総会、および平成 17 年 10 月 17 日開催の臨時株主総会において、

新株予約権を発行することを特別決議し、その一部を付与しています。＜略＞ 
 
 （訂正後） 

①新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 
   当社は、旧商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づき平成 15 年３月 18

日開催の臨時株主総会、平成 16 年８月 30 日開催の定時株主総会、および平成 17 年 10
月 17 日開催の臨時株主総会において、新株予約権を発行することを特別決議し、その一

部を付与しています。＜略＞ 
 



２．企業集団の状況（９ページ） 
 （訂正前） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナル事業を展開しています。 
＜略＞ 

 
 （訂正後） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナルサービス事業を展開しています。 
＜略＞ 

 

注記事項（22 ページ） 

（訂正前） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は 
次の通りであります。 
役員報酬       54,995千円 
給料手当       76,527千円 
販売手数料      35,126千円 
地代家賃       35,394千円 
支払手数料      32,576千円 
減価償却費       6,861千円 
貸倒引当金繰入       481千円 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 

＜略＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（訂正後） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 
役員報酬       54,995千円 
給料手当       78,688千円 
販売手数料      35,126千円 
地代家賃       35,905千円 
支払手数料      32,613千円 
減価償却費       7,579千円 
貸倒引当金繰入       481千円 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 

＜略＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 



（ストック・オプション等関係）（28 ページ） 

（訂正前） 

前事業年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

当社顧問      2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 300株 普通株式 294株 普通株式 399株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

付与日（平成15年５月23 

日）以降、権利確定日（平

成17年３月20日～平成22年

３月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年４月28 

日）以降、権利確定日（平 

成18年９月１日～平成23年 

８月31日）まで継続して勤 

務していること。

付与日（平成17年11月１ 

日）以降、権利確定日（平

成19年10月18日～平成24年

10月17日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間 

１年10ヶ月～６年10ヶ月 

（平成17年３月20日～平成

22年３月19日）

１年５ヶ月～６年５ヶ月 

（平成18年９月１日～平成 

23年８月31日）

１年11ヶ月～６年11ヶ月 

（平成19年10月18日～平成

24年10月17日）

権利行使期間 
平成17年３月20日から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

  
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

＜略＞ 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定前         (株) 

前事業年度末     240     294     － 

付与 －     －     399 

失効     －     39     － 

権利確定 240 － － 

未確定残 －     255     399 

権利確定後         (株) 

前事業年度末     －     －     － 

権利確定 240 － － 

権利行使 － － － 

未行使残 240 － － 

＜略＞ 
 



（訂正後） 
（前事業年度（自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

外部協力者     2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 300株 普通株式 294株 普通株式 399株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

本新株予約権を保有する者

（以下「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時におい

ても、会社又はその子会社の

取締役、監査役、執行役員、

使用人または協力者として

取締役会にて承認された者

（以下「協力者」という）の

何れかの地位を有している

場合に限り行使することが

出来る。但し、本新株予約権

者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できる。

同左 同左

対象勤務期間 該当期間無し 同左 同左

権利行使期間 

平成17年３月20日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

 
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

＜略＞ 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定前         (株) 

前事業年度末     －     294     － 

付与 －     －     399 

失効     －     39     － 

権利確定 － － － 

未確定残 －     255     399 

権利確定後         (株) 

前事業年度末     240     －     － 

権利確定 －     －     － 

権利行使     －     －     － 

失効 － － － 

未行使残 240     －     － 

＜略＞ 



当事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日）（29 ページ） 

（訂正前） 

当事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 
 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

当社顧問      2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

付与日（平成15年５月23 

日）以降、権利確定日（平

成17年３月20日～平成22年

３月19日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年４月28 

日）以降、権利確定日（平 

成18年９月１日～平成23年 

８月31日）まで継続して勤 

務していること。

付与日（平成17年11月１ 

日）以降、権利確定日（平

成19年10月18日～平成24年

10月17日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間 

１年10ヶ月～６年10ヶ月 

（平成17年３月20日～平成

22年３月19日）

１年５ヶ月～６年５ヶ月 

（平成18年９月１日～平成 

23年８月31日）

１年11ヶ月～６年11ヶ月 

（平成19年10月18日～平成

24年10月17日）

権利行使期間 
平成17年３月20日から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 
（訂正後） 
当事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社使用人    6名 
当社監査役     2名 

当社使用人    16名 

外部協力者     2名 

当社使用人    16名 

ストック・オプション数 普通株式 900株 普通株式 882株 普通株式 1,197株 

付与日 平成15年５月23日 平成17年４月28日 平成17年11月１日 

権利確定条件 

本新株予約権を保有する者

（以下「新株予約権者」とい

う。）は、権利行使時におい

ても、会社又はその子会社の

取締役、監査役、執行役員、

使用人または協力者として

取締役会にて承認された者

（以下「協力者」という）の

何れかの地位を有している

場合に限り行使することが

出来る。但し、本新株予約権

者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できる。

同左 同左

対象勤務期間 該当期間無し 同左 同左

権利行使期間 

平成17年３月20日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成22年３月19日まで 

平成18年９月１日(又は上場

日から６ヶ月経過した日の

うち、遅い日)から 

平成23年８月31日まで 

平成19年10月18日から 

平成24年10月17日まで 

＜略＞ 



(１株当たり情報)（33 ページ） 

（訂正前） 

(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

１株当たり純資産額 22,873 円 51 銭

１株当たり当期純利益金額 6,872 円 26 銭

 
 
 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在せず、また、当社株式は非上場
であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載
しておりません。 
当社は、平成17年11月４日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期
首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１
株当たり情報については、以下のとおりとなります。 
 
 

１株当たり純資産額 16,001 円 24 銭

１株当たり当期純利益金額 4,954 円 71 銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し
ておりません。 

 

１株当たり純資産額 22,873 円 51 銭 
１株当たり当期純利益金額 6,872 円 26 銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
3,399 円 57 銭 

 
 
 
 
 
当社は、平成18年12月１日付で株式１株につき３

株の株式分割を行っております。なお、当該株式分
割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度
における１株当たり情報については、以下のとおり
となります。 
 

１株当たり純資産額 7,624 円 50 銭 
１株当たり当期純利益金額 2,290 円 75 銭 
 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株
式は非上場であり、期中平均株価が把握できません
ので記載しておりません。 
 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日) 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

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 

新株予約権３種類 

（新株予約権の数298個） 

 

────── 

 



（訂正後） 

(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

１株当たり純資産額 22,873 円 51 銭

１株当たり当期純利益金額 6,872 円 26 銭

 
 
 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在せず、また、当社株式は非上場
であるため、期中平均株価が把握できませんので、記載
しておりません。 
当社は、平成17年11月４日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期
首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１
株当たり情報については、以下のとおりとなります。 
 
 

１株当たり純資産額 16,001 円 24 銭

１株当たり当期純利益金額 4,954 円 71 銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非
上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し
ておりません。 

 

１株当たり純資産額 22,873 円 51 銭 
１株当たり当期純利益金額 6,872 円 26 銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
3,399 円 57 銭 

 
 
 
 
 
当社は、平成18年12月１日付で株式１株につき３

株の株式分割を行っております。なお、当該株式分
割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度
における１株当たり情報については、以下のとおり
となります。 
 

１株当たり純資産額 7,624 円 50 銭 
１株当たり当期純利益金額 2,290 円 75 銭 
 
 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成18年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年６月１日 

 至 平成19年５月31日) 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

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 

新株予約権３種類 

（新株予約権の数298個） 

これらの詳細は「第４提出会社

の状況１株式等の状況(2)新株

予約権等の状況」に記載の通り

であります。

────── 

 
 



３．「平成 18 年５月期 決算短信（非連結）」について 

１．企業集団の状況（２ページ） 
 （訂正前） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナル事業を展開しています。 
＜略＞ 

 
 （訂正後） 
   当社は、「総合的なセキュリティサービスの提供により、お客様に安心・安全かつ便利な

インターネット環境を提供する」ことをビジョンに掲げ、事業展開を行っています。 
   当社では、インターネットを利用するすべての企業を対象に、自社開発のネットワーク

セキュリティ機器と独自の監視システムを用いて運用、監視、サポートに至るまで一貫し

たサービスを提供するセキュリティサービス事業、Ｗｅｂサーバやメールサーバの運営を

行うホスティングサービス事業、個々のユーザ企業の特別なニーズに対応し、既存のサー

ビスをカスタマイズして提供するプロフェッショナルサービス事業を展開しています。 
＜略＞ 

 

（１）事業内容と特徴について（８ページ） 
 （訂正前） 

  当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナル

サービスの３事業から成り立っています。 
 その中でも主力はセキュリティサービスとなっており、平成 18 年５月期における同

事業の総売上高に占める割合は 83.0％となっております。同事業では、ファイアウォー

ル、ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動制御システム）、ＶＰＮ（仮想専用

線）、ロードバランサ、ホットスタンバイなどの各セキュリティ機能を統合した自社開発

のセキュリティ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することにより、総合的

なセキュリティサービスの提供を行っております。＜略＞ 
 
 （訂正後） 

  当社の事業は、セキュリティサービス、ホスティングサービス、プロフェッショナル

サービスの３事業から成り立っています。 
 その中でも主力はセキュリティサービスとなっており、平成 18 年５月期における同

事業の総売上高に占める割合は 83.0％となっております。同事業では、ファイアウォー

ル、ＩＤＳ（不正侵入検知システム）、ＡＤＳ（自動防御システム）、ＶＰＮ（仮想専用

線）、ロードバランサ、ホットスタンバイなどの各セキュリティ機能を統合した自社開発

のセキュリティ機器ＶＳＲを製造し、ユーザ企業に貸与・設置することにより、総合的

なセキュリティサービスの提供を行っております。＜略＞ 
 



⑦ 販売パートナーとの取引について（10 ページ） 
 （訂正前） 

当社は販売代理店または販売取次店等の販売パートナーを経由した販売が主であり、平

成 18 年５月期事業年度において、約 70％を上位５社に依存しております。中でも上位３

社であるソフトバンクＢＢ株式会社、株式会社ＵＳＥＮ、ならびにＫＤＤＩ株式会社（旧

株式会社パワードコム）への売上の依存度が高水準になっています。＜略＞ 
 
 （訂正後） 

当社は販売代理店または販売取次店等の販売パートナーを経由した販売が主であり、平

成 18 年５月期事業年度において、約 70％を上位５社に依存しております。中でも上位３

社である日本テレコム株式会社、株式会社ＵＳＥＮ、ならびにＫＤＤＩ株式会社（旧株式

会社パワードコム）への売上の依存度が高水準になっています。＜略＞ 
 
 

② 企業推進者への依存度について（12 ページ） 

（訂正前） 

当社の事業運営及び新期事業の企画・開発は、現役員にその大半を依存しています。 

＜略＞ 

 

（訂正後） 

当社の事業運営及び新規事業の企画・開発は、現役員にその大半を依存しています。 

＜略＞ 

 



（損益計算書関係）（24ページ） 

 （訂正前） 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 
役員報酬       37,800千円 
給料手当       43,767千円 
広告宣伝費      11,896千円 
販売手数料      23,307千円 
地代家賃       20,227千円 
支払手数料      14,652千円 
減価償却費       1,976千円 
貸倒引当金繰入       684千円 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 
役員報酬       54,995千円 
給料手当       76,527千円 
販売手数料      35,126千円 
地代家賃       35,394千円 
支払手数料      32,576千円 
減価償却費       6,861千円 
貸倒引当金繰入       481千円 

＜略＞ 
 
 

 
（訂正後） 

前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 
役員報酬       37,800千円 
給料手当       43,767千円 
広告宣伝費      11,896千円 
販売手数料      23,307千円 
地代家賃       20,227千円 
支払手数料      14,652千円 
減価償却費       2,287千円 
貸倒引当金繰入       684千円 

＜略＞ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は
次の通りであります。 
役員報酬       54,995千円 
給料手当       78,688千円 
販売手数料      35,126千円 
地代家賃       35,905千円 
支払手数料      32,613千円 
減価償却費       7,579千円 
貸倒引当金繰入       481千円 

＜略＞ 
 
 

 
 

以 上 
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