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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 416 ― 143 ― 143 ― 85 ―

20年5月期第1四半期 323 36.4 114 67.2 111 143.8 66 164.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年5月期第1四半期 1,461.02 1,429.79
20年5月期第1四半期 1,152.88 1,111.25

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

21年5月期第1四半期 1,659 1,478 89.0 25,322.23
20年5月期 1,738 1,477 85.0 25,356.58

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  1,478百万円 20年5月期  1,477百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 700.00 ― 1,500.00 2,200.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 1,200.00 ― 1,300.00 2,500.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 834 23.9 264 4.1 261 6.1 157 8.0 2,697.25
通期 1,760 21.9 585 17.5 580 19.1 348 20.9 5,975.00

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  58,380株 20年5月期  58,263株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  ―株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  58,339株 20年5月期第1四半期  57,458株

※将来に関する記述等についての注意事項 
  １．本資料の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。実際の
業績は、様々な要因の変化により、これら見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくださいますようお願い致します。 
  ２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、不

安定な為替動向、また原油などの資源価格の高騰により、景気後退の局面に入りつつあります。

　当社が所属するネットワークセキュリティ市場は、インターネットを利用した事業者のリスク意識の高まりの中で、

引き続き拡大しているものの、景気後退に伴う設備投資意欲の低下から、そのペースは若干の減速感が見られます。

　当社では、当事業年度における重点課題として下記の４点に取り組んでいます。

　　①主要販売パートナーでの当社サービスの販売促進

　　②顧客層を拡大するための新サービス開発ならびに事業モデルの構築

　　③顧客増に対応するスケーラビリティを備えた運用システムの開発

　　④顧客満足度の向上による解約率の低下

　営業活動における取り組みとしましては、主要販売パートナーであるＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、株式会社ＵＳＥＮに経営資源を集中し、積極的な販売活動を展開しました。

　これらの活動により、販売パートナーからの受注が順調に推移し、サービス提供箇所は、前事業年度末比124ヶ所増

加し、合計2,757ヶ所となりました。

　研究開発活動においては、中小企業向け新サービスの開発ならびに顧客増に対応した運用システムの再構築に着手

しました。

　顧客満足度の向上に対する取り組みとしては、セキュリティサービスに加え、ホスティングサービスにおいても、

外部協力パートナーとの緊密な連携により、サポート体制の強化を推進しました。

　以上の結果、売上高416百万円、営業利益143百万円、経常利益143百万円、四半期純利益85百万円となりました。

 

　事業別の業績は次のとおりであります。

 

　（セキュリティサービス）

　主要販売パートナーに対して当社サービスの浸透を図るため、社内セミナーの定期的な実施、営業ハンドブック

の作成など、当社サービスの販売促進に努めました。この結果、セキュリティサービス事業の売上高は、374百万円

となりました。

 

　（ホスティングサービス）

　Vario Anti-SPAM（迷惑メール対策サービス）の販売が順調に増加いたしました。この結果、ホスティングサービ

ス事業の売上高は、22百万円となりました。

 

　（プロフェッショナルサービス）

　既存顧客からの継続的な売上に加え、追加受注の獲得により、プロフェッショナルサービス事業の売上高は、20

百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

①財政状態

　当第１四半期会計期間において、主に法人税の支払いにより、現金及び預金ならびに未払法人税等が共に減少し、

総資産は1,659百万円（前事業年度末比79百万円の減少）、負債は181百万円（前事業年度末比80百万円の減少）とな

りました。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、期首残高から116百万円増加し、

416百万円となりました。当第１四半期会計期間の各キャッシュ・フローの増減状況とその要因は次の通りです。

 

　（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、15百万円の減少となりました。主な要因は、税引前四半期純利益が143百万円となったも

のの、法人税の支払額143百万円、売上債権の増加19百万円により減少したものであります。

 

　（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、主に定期預金の払戻による収入200百万円により、195百万円の増加となりました。
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　（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、主に配当金の支払い66百万円により、63百万円の減少となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当社は、引き続きニーズが高いセキュリティサービス事業の拡大に努めてまいります。

　第２四半期累計期間の業績予想に対する当第１四半期の進捗率は、売上50.0％、営業利益54.4%、経常利益55.0%、

四半期純利益54.3%と当初の計画を上回る水準で推移しています。当社では、引き続き販売パートナーとの関係強化に

取り組み、インターネット回線や各種インターネットサービスとのセット販売を推進することで、新規顧客からのセ

キュリティサービス提供件数の増加を行ってまいりたいと考えております。

　当第１四半期における進捗は当初計画を上回るペースで推移しておりますが、当社の売上は既存顧客からの月額収

益による売上の割合が比較的高く、現時点で平成20年７月７日の決算短信にて公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。

　

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　一般債権の貸倒実績率等が前事業年度の財務諸表の作成において使用した貸倒実績率等と著しく変動していな

いと考えられるため、前事業年度末の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。

③法人税等の算定方法

　法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産については、従来、移動平均法に基づく原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、移動平

均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって算定してお

ります。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 416,968 500,757

売掛金 263,409 243,917

材料 62,745 72,351

その他 46,702 50,015

貸倒引当金 △11,876 △9,324

流動資産合計 777,950 857,717

固定資産   

有形固定資産 44,153 43,812

無形固定資産 1,167 1,323

投資その他の資産   

投資有価証券 755,029 754,555

その他 86,416 86,341

貸倒引当金 △5,213 △5,138

投資その他の資産合計 836,232 835,758

固定資産合計 881,553 880,895

資産合計 1,659,504 1,738,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 26,004 23,778

未払法人税等 47,238 147,005

賞与引当金 14,590 27,798

その他 90,533 60,355

流動負債合計 178,368 258,938

固定負債   

その他 2,824 2,324

固定負債合計 2,824 2,324

負債合計 181,192 261,262

純資産の部   

株主資本   

資本金 463,675 462,489

資本剰余金 426,674 425,489

利益剰余金 583,724 585,883

株主資本合計 1,474,074 1,473,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,236 3,486

評価・換算差額等合計 4,236 3,486

純資産合計 1,478,311 1,477,350

負債純資産合計 1,659,504 1,738,612

2008/09/30 15:43:16
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 416,865

売上原価 98,092

売上総利益 318,772

販売費及び一般管理費 175,228

営業利益 143,544

営業外収益  

受取利息 856

営業外収益合計 856

営業外費用  

投資事業組合運用損 776

営業外費用合計 776

経常利益 143,624

税引前四半期純利益 143,624

法人税、住民税及び事業税 45,759

法人税等調整額 12,629

法人税等合計 58,388

四半期純利益 85,235

2008/09/30 15:44:24

- 1-



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 143,624

減価償却費 4,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,627

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,207

受取利息及び受取配当金 △856

投資事業組合運用損益（△は益） 776

売上債権の増減額（△は増加） △19,491

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,605

仕入債務の増減額（△は減少） 2,226

未払金の増減額（△は減少） 6,032

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,238

その他 △583

小計 128,055

利息及び配当金の受取額 208

法人税等の支払額 △143,482

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,219

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 △4,725

定期預金の払戻による収入 200,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 195,274

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 2,369

配当金の支払額 △66,213

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,210

現金及び現金同等物の期首残高 300,757

現金及び現金同等物の四半期末残高 416,968

2008/09/30 15:45:32
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期損益計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年６月１日～８月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 323,714

Ⅱ　売上原価 77,651

売上総利益 246,062

Ⅲ　販売費及び一般管理費 131,704

営業利益 114,357

Ⅳ　営業外収益 223

Ⅴ　営業外費用 3,153

経常利益 111,428

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税引前四半期純利益 111,428

税金費用 45,185

四半期純利益 66,242
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年６月１日～８月31日）　

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前四半期純利益 111,428

減価償却費 3,493

貸倒引当金の増加額 223

受取利息 △223

為替差損 3,153

売上債権の増加額 △13,751

たな卸資産の増加額 △12,824

仕入債務の増加額 2,544

未払金の増加額 5,781

未払消費税等の減少額 △10,484

その他　 △6,073

小計 83,266

利息の受取額 223

法人税等の支払額　 △106,461

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△22,970

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出　

△100,000

有形固定資産の取得による
支出　

△1,568

無形固定資産の取得による
支出　

△920

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△102,488

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

株式発行による収入　 1,559

配当金の支払額　 △36,738

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△35,178

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△3,153

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△は減少）

△163,790

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

402,121

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

238,331

－ 3 －
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