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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 1,282 ― 438 ― 444 ― 254 ―

20年5月期第3四半期 1,045 33.2 374 47.0 364 56.7 215 58.1

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3四半期 4,370.01 4,285.03
20年5月期第3四半期 3,745.23 3,617.53

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3四半期 1,710 1,517 88.7 26,300.47
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3四半期  1,517百万円 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 ― 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3四半期  58,434株 20年5月期  58,263株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  725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3四半期  58,272株 20年5月期第3四半期  57,641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３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した世界金融市場の混乱に歯

止めがかからず、企業収益見通しの下方修正が相次ぎ、民間設備投資の減少、雇用環境悪化、個人消費マインドの減

退など、国内景気は大幅に悪化し、景気後退局面にあります。 

 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により、一段と悪化しています。 

 このような状況のもと、当社では引き続き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を中心に経営資源を集中し、積極的な販売活動を展開しました。しかしながら、当第３

四半期会計期間は、急激な景気後退による影響など、既存顧客からの解約増加により、サービス提供箇所の増加ペー

スはやや鈍化しました。 

 その結果、第３四半期累計期間末のサービス提供箇所は、前事業年度末比338ヶ所増加となり、合計2,971ヶ所（平

成21年２月末）となりました。 

 顧客層を拡大するための取り組みとしましては、販売パートナーと企画した新サービスが販売開始されました。株

式会社ＵＳＥＮでは、法人向け１Ｇｂｐｓ（ギガビット／秒）インターネット回線に当社の高性能ルータ「ＶＧＲ－

１」を採用したサービスである『ビジネスセキュリティ ＶＧＲ－１』が２月から販売開始され、４月より提供開始

されます。また、ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社では、専用型ホスティングに対するセキュリティサー

ビスとして、不正侵入検知、防御サービスが採用され、昨年の12月より提供開始されています。その他、今後の事業

拡大並びにサービス提供の機会を増加させるため、新規販売パートナーの開拓にも積極的に取り組んでいます。 

 研究開発活動においては、新サービスである中小企業向けのオフィス需要に対応したＡＳＰ型のサービスの開発、

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。 

 顧客満足度向上による解約率低下の取り組みとしましては、営業部門での解約阻止のための体制構築として、解約

顧客への訪問等、情報収集に努め、解約理由の分析並びに対応策に取り組んでいます。 

   

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高1,282百万円、営業利益438百万円、経常利益444百万円、四

半期純利益254百万円となりました。 

  

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） 

 引き続き、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、定期的な社内セミナー、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、1,160百

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）の売上が順調に推移し、ホスティングサービス事業の売上高は、62百

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より、プロフェッショナルサービス事業の売上高は、58百万円となりました。 

  

  

  

   

 ①財政状態  

 当第３四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

27百万円、新サービスの開発によりソフトウェア14百万円を計上したことにより、資産合計は1,710百万円（前事業

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 



年度末比28百万円の減少）となりました。また、負債合計は主に税金の中間納付により未払法人税が減少し、192百

万円（前事業年度末比68百万円の減少）となりました。純資産合計は主に利益剰余金の91百万円の増加、自己株式の

取得による49百万円により1,517百万円（前事業年度末比40百万円の増加）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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790百

万円増加し、1,090百万円となりました。 

  

（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、主に税引前四半期純利益444百万円、法人税等の支払額251百万円、売上債権の増加額26百

万円により156百万円の増加となりました。 

  

（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832百万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152百万円、自己株式の取得による支払額49百万円より199百万円の減

少となりました。 

  

 当社は、引き続きニーズの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。  

 通期予想に対する当第３四半期累計期間の進捗率は、売上高73％、営業利益75％、経常利益77％、四半期純利益

73％と当初計画どお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拡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開発として、中小企業向けのオフィス需要に対応したＡＳＰ

型のサービスの開発に取り組んでいます。その他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。 

 その他、顧客満足度向上による解約率低下の取り組みとしまして、営業部門で解約顧客への訪問等、情報収集に努

め、引き続き解約理由の分析並びに解約阻止に向けた体制構築に取り組んでいます。 

 今後のわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化を背景に景気後退の懸念が一層強まっておりますが、当社の売上

は既存顧客からの月額利用料による割合が高く、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３四半期会計期間末 
(平成21年２月28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 440,862 500,757

売掛金 270,113 243,917

有価証券 650,000 －

貯蔵品 49,347 72,351

その他 57,049 50,015

貸倒引当金 △12,959 △9,324

流動資産合計 1,454,412 857,717

固定資産   

有形固定資産 46,629 43,812

無形固定資産 15,931 1,323

投資その他の資産   

投資有価証券 95,197 754,555

その他 98,817 86,341

貸倒引当金 △498 △5,138

投資その他の資産合計 193,516 835,758

固定資産合計 256,077 880,895

資産合計 1,710,489 1,738,612

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,838 23,778

未払法人税等 73,411 147,005

賞与引当金 15,074 27,798

その他 76,390 60,355

流動負債合計 192,715 258,938

固定負債   

その他 － 2,324

固定負債合計 － 2,324

負債合計 192,715 261,262

純資産の部   

株主資本   

資本金 464,050 462,489

資本剰余金 427,049 425,489

利益剰余金 677,233 585,883

自己株式 △49,947 －

株主資本合計 1,518,386 1,473,863

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △612 3,486

評価・換算差額等合計 △612 3,486

純資産合計 1,517,774 1,477,350

負債純資産合計 1,710,489 1,738,612



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 1,282,117

売上原価 313,444

売上総利益 968,673

販売費及び一般管理費 530,140

営業利益 438,533

営業外収益  

受取利息 1,637

有価証券売却益 7,468

その他 595

営業外収益合計 9,702

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,749

自己株式取得手数料 917

その他 24

営業外費用合計 3,691

経常利益 444,544

税引前四半期純利益 444,544

法人税、住民税及び事業税 179,236

法人税等調整額 10,657

法人税等合計 189,893

四半期純利益 254,650



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 435,064

売上原価 104,698

売上総利益 330,366

販売費及び一般管理費 169,049

営業利益 161,316

営業外収益  

受取利息 699

その他 585

営業外収益合計 1,284

営業外費用  

投資事業組合運用損 1,973

自己株式取得手数料 917

その他 24

営業外費用合計 2,915

経常利益 159,686

税引前四半期純利益 159,686

法人税、住民税及び事業税 64,593

法人税等調整額 9,464

法人税等合計 74,057

四半期純利益 85,629



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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 444,544

減価償却費 15,418

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） △1,004

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,723

受取利息及び受取配当金 △1,637

投資事業組合運用損益（△は益） 2,749

売上債権の増減額（△は増加） △26,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,003

仕入債務の増減額（△は減少） 4,059

未払金の増減額（△は減少） △2,014

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,108

その他 △28,075

小計 406,548

利息及び配当金の受取額 1,637

法人税等の支払額 △251,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,969

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 △17,765

無形固定資産の取得による支出 △7,205

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 832,826

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 3,119

自己株式の取得による支出 △49,947

配当金の支払額 △152,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 790,104

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 1,090,862



 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 

 記載すべき著しい変動はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,045,673

Ⅱ 売上原価  271,129

売上総利益  774,543

Ⅲ 販売費及び一般管理費  400,239

営業利益  374,303

Ⅳ 営業外収益  1,987

Ⅴ 営業外費用  12,099

経常利益  364,192

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

税引前四半期純利益  364,192

税金費用  148,312

四半期純利益  215,880



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

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   364,192

減価償却費   12,082

貸倒引当金の増加額  5,120

受取利息  △1,987

為替差損   11,020

投資事業組合運用損  1,078

売上債権の増加額 △47,862

たな卸資産の増減額（△は
増加額） 

△26,711

仕入債務の増減額（△は減
少額）  16,799

未払金の増減額（△は減少
額）  6,775

未払消費税等の増減額（△
は減少額） 

△4,771

その他  6,165

小計  341,902

利息の受取額  1,987

法人税等の支払額 △181,173

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  162,716

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 

△12,279

無形固定資産の取得による
支出  

△920

定期預金の預入による支出 △200,000

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△313,199

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  9,989

配当金の支払額 △83,359

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△73,369

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△11,020

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（△は減少額） 

△234,872

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  167,249



   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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