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1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 847 ― 277 ― 284 ― 169 ―

20年5月期第2四半期 673 34.6 253 67.7 246 91.6 145 90.7

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2四半期 2,896.01 2,837.37
20年5月期第2四半期 2,530.49 2,444.60

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2四半期 1,805 1,557 86.3 26,681.17
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2四半期  1,557百万円 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  有  
 

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 ― 1,300.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 1,300.00 2,600.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期  58,389株 20年5月期  58,263株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  ―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2四半期  58,363株 20年5月期第2四半期  57,521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、これらの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。  



 当第２四半期（６ヶ月）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の金融市場の混乱

に歯止めがかからず、企業収益の悪化懸念、民間設備投資の減少傾向、個人消費マインドも減退気味となるなど、国内

景気が後退局面に入り、先行きの不透明感が一層強くなってきております。 

 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は高いものの、急

激な景気後退に伴う設備投資意欲の低下から、そのペースに減速感が見られます。 

 このような状況のもと、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の開発並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、サービス提供箇所は、前事業年度末比252ヶ所増加し、合計2,885ヶ所（平成20年11月末）とな

りました。 

 また、今後更に顧客層を拡大するため、デル株式会社との協業を開始する等、新規販売パートナーの開拓にも積極的

に取り組んでおります。  

 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、並びに顧客増に対応するスケーラビリティを備えた運用

管理システムの再構築を推進しています。 

  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高847百万円、営業利益277百万円、経常利益284百万円、四半期

純利益169百万円となりました。 

   

 事業別の業績は次の通りであります。 

  

（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

成並びに配布、各種キャンペーンの実施など、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、764百万円となりました。 

  

（ホスティングサービス） 

 Vario AntiSpam（迷惑メール対策サービス）の販売が順調に推移し、ホスティングサービス事業の売上高は、42百万

円となりました。 

  

（プロフェッショナルサービス） 

 引き続き既存顧客からの継続的な売上により、プロフェッショナルサービス事業の売上高は、39百万円となりまし

た。 

  

    

 ①財政状態  

 当第２四半期会計期間末の財政状態は、主に当社の不正侵入検知サービスに利用するデータベース使用料の前払い

31百万円を計上したことにより、資産合計は1,805百万円（前事業年度末比66百万円の増加）となりました。また、

負債合計は247百万円（前事業年度末比14百万円の減少）となりました。その他、利益剰余金が81百万円増加し、純

資産合計は1,557百万円（前事業年度末比80百万円の増加）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末残高から871百

万円増加し、1,172百万円となりました。 

  

（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106百万円増加となりました。主な要因は、税引前四半期純利益284百万円、法人税等の支払

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 



額143百万円、売上債権の増加額27百万円です。 

  

（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200百万円と投資有価証券の売却による収入657百万円によ

り849百万円の増加となりました。 

  

（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、主に配当金の支払額86百万円により、84百万円の減少となりました。 

   

 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参ります。 

 第２四半期累計期間の業績予想に対する実績は、売上高102％、営業利益105％、経常利益109％、四半期純利益

108％と予想をやや上回る結果となりました。 

 通期業績予想に対する第２四半期累計期間の進捗率は、売上高48％、営業利益47％、経常利益49％、四半期純利益

49％と当初計画通り順調に推移しています。 

 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、セキュリティサービスの提供箇所の増大に努めて参ります。 

 また、当社では顧客層を拡大するための新サービスの開発、並びに顧客増に対応するスケーラビリティを備えた運

用管理システムの開発も引き続き推進して参ります。 

 現在、景況感が急激に悪化しており、先行きに不透明が漂っているものの、当社の売上は既存顧客からの月額利用

料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しました業績予想に変更はありま

せん。 

  

 なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在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います。実際の業績は、様々な要因の変化

により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 また、業績予想から大きく乖離することが予想される何らかの変化がある場合には、適切に開示して参ります。  

  

 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。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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、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収益、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。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
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 522,455 500,757

売掛金 271,780 243,917

有価証券 650,000 －

貯蔵品 61,031 72,351

その他 70,961 50,015

貸倒引当金 △12,140 △9,324

流動資産合計 1,564,087 857,717

固定資産   

有形固定資産 42,643 43,812

無形固定資産 1,011 1,323

投資その他の資産   

投資有価証券 97,482 754,555

その他 100,423 86,341

貸倒引当金 △508 △5,138

投資その他の資産合計 197,398 835,758

固定資産合計 241,053 880,895

資産合計 1,805,140 1,738,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,790 23,778

未払法人税等 117,847 147,005

賞与引当金 29,181 27,798

その他 72,433 60,355

流動負債合計 247,253 258,938

固定負債   

その他 － 2,324

固定負債合計 － 2,324

負債合計 247,253 261,262

純資産の部   

株主資本   

資本金 463,735 462,489

資本剰余金 426,734 425,489

利益剰余金 667,510 585,883

株主資本合計 1,557,980 1,473,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92 3,486

評価・換算差額等合計 △92 3,486

純資産合計 1,557,887 1,477,350

負債純資産合計 1,805,140 1,738,612



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 847,053

売上原価 208,745

売上総利益 638,307

販売費及び一般管理費 361,090

営業利益 277,216

営業外収益  

受取利息 937

有価証券売却益 7,468

その他 10

営業外収益合計 8,417

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 284,857

税引前四半期純利益 284,857

法人税、住民税及び事業税 114,643

法人税等調整額 1,193

法人税等合計 115,836

四半期純利益 169,021



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 430,187

売上原価 110,653

売上総利益 319,534

販売費及び一般管理費 185,862

営業利益 133,672

営業外収益  

受取利息 81

有価証券売却益 7,468

その他 10

営業外収益合計 7,560

経常利益 141,233

税引前四半期純利益 141,233

法人税、住民税及び事業税 68,884

法人税等調整額 △11,436

法人税等合計 57,447

四半期純利益 83,785



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30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 284,857

減価償却費 9,526

投資有価証券売却損益（△は益） △7,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,813

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,383

受取利息及び受取配当金 △937

投資事業組合運用損益（△は益） 776

売上債権の増減額（△は増加） △27,863

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,319

仕入債務の増減額（△は減少） 4,011

未払金の増減額（△は減少） △1,997

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,637

その他 △28,835

小計 248,597

利息及び配当金の受取額 921

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 106,036

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 △8,044

投資有価証券の売却による収入 657,797

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 849,752

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 2,489

配当金の支払額 △86,581

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 871,697

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 1,172,455



 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        673,448  100.0

Ⅱ 売上原価        162,049  24.1

売上総利益        511,398  75.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        257,499  38.2

営業利益        253,898  37.7

Ⅳ 営業外収益        1,363  0.2

Ⅴ 営業外費用        8,290  1.2

経常利益        246,971  36.7

Ⅵ 特別利益       － －

Ⅶ 特別損失       － －

税引前中間純利益        246,971
  
 36.7

法人税、住民税及び事業
税  101,837            

法人税等調整額 △422  101,415  15.1

中間純利益        145,556  21.6

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税引前中間純利益  246,971

減価償却費   7,507

貸倒引当金の増加額   3,820

受取利息及び有価証券利
息  

△1,363

為替差損   8,290

売上債権の増加額  △25,328

たな卸資産の増加額  △9,943

仕入債務の増加額   3,140

未払金の増加額   2,155

未払消費税等の減少額 △6,712

その他  △21,332

小計  207,206

利息の受取額   1,363

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  102,108

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  

△6,682

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 

△107,602

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   7,169

配当金の支払額  △56,612

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△49,442

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△8,290

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

△63,226

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中間
期末残高 

 338,895

    



  該当事項はありません。  

  

６．その他の情報 
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