
 

 

平成 22 年 12 月 22 日 

各 位 

会 社 名  SBI ネットシステムズ株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 内山 昌秋 

（コード番号 2355 東証マザーズ） 

問 い合 せ先  経 営 企 画 部 長 前田 真嗣 

電 話 番 号  03-5206-3081（代表） 

    

((((訂正訂正訂正訂正))))    「「「「平成平成平成平成 20202020 年年年年 3333 月期月期月期月期    決算短信決算短信決算短信決算短信」」」」のののの一部訂正一部訂正一部訂正一部訂正についてについてについてについて    

 

当社は、平成 22 年 12 月 10 日付「外部調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ」において、過

年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

なお、訂正箇所が多岐にわたっており正誤表による形式では分かりづらくなることから、訂正前と訂正後の

全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 

記 

1． 訂正の経緯 

平成 22 年 7 月 28 日付「当社の前身である旧株式会社シーフォーテクノロジーにおける会計処理に関

する調査委員会の設置について」及び平成 22 年 12 月 10 日付「外部調査委員会調査報告書の受領に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

2． 訂正を行う決算短信の概要 

決算期  平成 20 年 3 月期 

公表日  平成 20 年 4 月 24 日 

 

以 上 
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1. 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

(訂正後) 平成20年３月期 決算短信

上 場 会 社 名 株式会社シーフォーテクノロジー 上場取引所 東証マザーズ

コ ー ド 番 号 2355 URL http：//c4t.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)三住 光男
問合せ先責任者 (役職名)企画管理本部長 (氏名)塩崎 將朗 TEL(03)5447－2551(代表)  

定時株主総会開催予定日 平成20年６月25日

有価証券報告書提出予定日 平成20年６月27日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,082 49.4 △356 ─ △413 ─ △1,110 ─

19年３月期 2,063 126.6 △1,080 ─ △1,257 ─ △1,939 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △16,074 77 ─ ─ ─ △10.9 △11.6

19年３月期 △33,251 31 ─ ─ △739.1 △29.7 △52.4

(参考) 持分法投資損益 20年３月期 △55百万円 19年３月期 △181百万円

(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

20年３月期 3,801 △20 △0.7 △143 19

19年３月期 3,597 △566 △16.6 △10,158 49

(参考) 自己資本 20年３月期 △27百万円 19年３月期 △596百万円

(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

20年３月期 △262 394 1,442 2,087

19年３月期 △742 △1,127 24 512

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日) 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

20年３月期 ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結 
累計期間

2,400 75.5 10 － 10 － 5 － 26 29

通 期 5,000 62.2 140 － 140 － 70 － 368 06
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

（注） 詳細は、23ページ「連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

 
（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」を

ご覧ください。 

  

1. 20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
  

(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）  無

(2) 連結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（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に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年３月期 190,213.48株 19年３月期 58,713.48株

② 期末自己株式数 20年３月期 25.23株 19年３月期 16.94株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 20年３月期 977 24.8 △339 ─ △327 ─ △1,082 ─

 19年３月期 783 △8.9 △594 ─ △600 ─ △2,096 ─

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

 20年３月期 △15,667 58 ─ ─

 19年３月期 △35,950 69 ─ ─

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

 20年３月期 3,342 3 0.1 17 32

 19年３月期 3,074 △609 △19.8 △10,378 55

(参考) 自己資本 20年３月期 3百万円 19年３月期 △609百万円

(％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)

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

270 △26.9 △80 △63.2 △80 △62.2 △80 1.0 △420 64

通 期 700 △28.4 50 － 50 － 50 － 262 90
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当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加や設備投資の堅調な拡大を背景として緩やかな拡

大基調を維持しておりましたが、原油価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した米国景気減速

等の不安要素の拡大により、景気の減速感が強まってまいりました。  

 当社グループが属する情報セキュリティ業界におきましては、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）認証の普及に加え、日本版ＳＯＸ法（金融商品取引法の一部規定）の平成21年３月期か

らの適用を控え、財務情報を中心とした企業情報管理についての取り組みが本格化しており、情報セキ

ュリティ投資は依然として高いレベルを維持しております。  

 当社グループは、「情報セキュリティのトータル・ソリューション・プロバイダー」を目指し、新た

なグループ経営方針に基づき、受託開発およびシステムインテグレーション分野を強化し、また情報セ

キュリティと密接に関連するハードウェアの販売も開始し、一定の成果を上げました。コスト面におい

ては、研究開発や取扱製品の選択と集中を行い、事業活動の効率化を進め、大幅にコスト削減を実現し

ました。また、投資有価証券については、事業展開上必要不可欠であるもののみを継続保有し、それ以

外のものについては売却を進め、投資有価証券売却益を計上できました。  

 このような取り組みにより、着実に業績は回復しつつあるものの、当社グループが債務超過であるこ

とから与信や事業の継続性等の問題が表面化し、また社内的には営業体制の構築遅れ等により、収益性

の高いセキュリティ製品等の販売が計画を大幅に下回る結果となりました。  

 また、ＳＢＩホールディングス株式会社およびＳＢＩイー・トレード証券株式会社を割当先とする第

三者割当増資とＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴い、資産の精査を厳格に行った結

果、減損損失等の特別損失が発生しました。  

 その結果、当連結会計年度の売上高は3,082百万円（前期の売上高2,063百万円）、営業損失は356百

万円（前期の営業損失1,080百万円）、経常損失は413百万円（前期の経常損失1,257百万円）、当期純

損失は1,110百万円（前期の当期純損失1,939百万円）となりました。  

  

 品目別の業績は、次のとおりであります。  

 なお、当社グループは情報セキュリティ事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しておりま

す。  

  

ア. セキュリティ製品販売  

 当社グループの信用リスクの表面化、営業体制の構築遅れ等により、収益性の高い自社製品の販売は

計画を大幅に下回りましたが、情報セキュリティと密接に関連するハードウェアの販売が順調に推移し

たことにより、売上高は前期比28.3%増の522百万円となりました。 

  

イ. ライセンス収入  

 前連結会計年度におけるライセンス付与に係る売上計上基準の変更以降、ライセンス収入に依存しな

い収益構造のシフトを進めていたため、売上高は前期比51.2%減の52百万円となりました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績
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ウ. 受託開発  

 新たなグループ経営方針に基づき、受託開発を注力分野としておりましたが、当社においては、人材

獲得競争の激化により十分な技術者の確保が難しく、計画を大幅に下回る結果となりました。一方、株

式会社シーフォー ビジネスインテグレーションが当連結会計年度より通期での売上貢献となったこと

により、売上高は前期比113.5％増の2,325百万円となりました。  

   

エ. その他  

 前連結会計年度に設立したセキュリティコンサルティング分野を担当する子会社において、新規案件

を効率的に獲得する営業体制の構築遅れ等により、売上高は前期比60.4%減の181百万円となりました。

   

当社グループは、平成20年３月のＳＢＩグループを割当先とする第三者割当増資により、ＳＢＩグル

ープ各社との戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用し、従来の事業をベースに据えつつその

他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。     

 その施策の一環として、当社はトレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャルシステムズ

株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を、ＳＢＩイー・ト

レード証券株式会社より平成20年４月１日をもって取得しております。トレードウィン株式会社は証券

バックオフィスシステム構築に優位性を持ち、トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社はモバ

イルサービスなどのフロントシステム構築に優位性を持っております。  

 翌連結会計年度においては、上記２社が連結子会社となることによりグループとしての事業規模拡大

を見込むとともに、これら事業分野は情報セキュリティ分野と密接に関連していることから、当社グル

ープにおける従来の情報セキュリティ事業においてもこの事業分野との相乗効果を最大化することによ

り、グループ全体としての業績改善を実現できると見込んでおります。  

 以上により平成21年３月期連結業績予想といたしましては、売上高5,000百万円（前期比62.2％

増）、営業利益140百万円（前期比－％）、経常利益140百万円（前期比－％）、当期純利益70百万円

（前期比－％）を見込んでおります。  

  

② 翌期の見通し

5



  

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末（3,597百万円）に比べ203百万円増加し、

3,801百万円となりました。  

 資産、負債及び純資産それぞれについての状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。  

  

（イ） 資産  

 （流動資産）  

 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末（1,437百万円）に比べ1,243百万円増加

し、2,680百万円となりました。これは、期末における案件状況の変動等により受取手形及び売掛金が

49百万円減少し、また評価損等によりたな卸資産が114百万円減少した一方で、平成20年３月に実行い

たしました第三者割当増資等により現金及び預金が1,575百万円増加したことがその主な要因でありま

す。  

  

 （固定資産）  

 当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末（2,160百万円）に比べ1,040百万円減少

し、1,120百万円となりました。これは、ソフトウェアの減損及び償却等により無形固定資産が589百万

円減少し、また売却や評価損等により投資有価証券が442百万円減少したことがその主な要因でありま

す。  

  

（ロ） 負債  

 （流動負債）  

 当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末（809百万円）に比べ145百万円減少し、

663百万円となりました。これは、科目振替等により1年以内償還予定社債が180百万円増加した一方

で、期末における案件状況の変動等により買掛金が59百万円減少し、また返済等により短期借入金が

200百万円減少したことがその主な要因であります。  

  

 （固定負債）  

 当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末（3,355百万円）に比べ197百万円減少し、

3,158百万円となりました。これは、一年以内償還予定のため流動負債へ振り替えたことにより、社債

が220百万円減少したことがその主な要因であります。  

  

（ハ） 純資産  

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末（△566百万円）に比べ546百万円増加し、△

20百万円となりました。これは、当期純損失等により利益剰余金が1,124百万円減少した一方で、平成

20年３月に実行いたしました第三者割当増資により資本金が854百万円、資本準備金が854百万円それぞ

れ増加したことがその主な要因であります。  

  

 

② キャッシュ・フローの分析  

(2) 財政状態に関する分析
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 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末（512百

万円）に比べ1,575百万円増加し、2,087百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、262百万円（前期は742百万円の使用）となりました。これは、減損

損失498百万円、減価償却費127百万円、貸倒引当金の増加273百万円があった一方、税金等調整前当期

純損失1,095百万円があったことがその主な要因であります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は、394百万円（前期は1,127百万円の使用）となりました。これは、貸

付による支出275百万円があった一方、投資有価証券の売却による収入575百万円があったことがその主

な要因であります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は、1,442百万円（前期は24百万円の獲得）となりました。これは、短

期借入金の純減少額200百万円があった一方、ＳＢＩグループ２社を割当先とした第三者割当増資を行

ったことでの新株発行による収入1,707百万円があったことがその主な要因であります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注)  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。なお、当社は平成18年３月期より 

   連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期までの推移については記載しておりま 

  せん。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

  を対象としております。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

５．平成18年３月期、平成19年３月期及び平成20年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利 

  子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナ 

  スのため記載しておりません。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、利益を事業拡大のための資

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率 23.0％ △16.6％ △0.7％

時価ベースの自己資本比率 337.9％ 67.9％ 118.5％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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金に充てることにより企業価値の拡大を図り、強固な経営基盤を確立することを優先する方針であり

ます。 

 当期においては配当による利益還元を見送る予定であります。今後につきましては、研究開発等の資

金需要、利益水準等を総合的に勘案し、配当を検討してまいります。  

 当社の剰余金の配当につきましては、原則、期末配当の年１回を基本方針としております。中間配当

につきまして、定款第41条に「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準として、中間配当を行うこ

とができる。」旨を定めております。なお、決定機関につきましては、期末配当は株主総会、中間配当

は取締役会であります。  
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① 技術の進展及び製品開発について  

 当社グループが属する情報セキュリティ及び情報サービス業界においては、技術の進展が著しいと

いう特徴があります。当社グループは、技術の変化に対応すべく学術的研究機関との連携、優秀な研究

者・技術者の確保等に取り組んでおりますが、急速な技術変化により保有する技術の陳腐化が生じた場

合、次世代技術への円滑な移行が困難となった場合、又は、何らかの要因により技術変化への対応が困

難となった場合においては、当社グループの事業展開および業績等に重要な影響が生じる可能性があり

ます。  

  また当社グループにおける製品開発においては、新技術の研究開発を行い、当該技術を生かした製品

開発を進めておりますが、市場のニーズにあった製品を開発できなかった場合、製品リリースが大幅に

遅延した場合には、当社グループの事業展開及び業績等に重要な影響が生じる可能性があります。  

   

② 知的財産権について  

  当社は情報セキュリティにおけるコア技術の開発や当該技術を生かした製品の開発・販売を主な事業

としているので、当該技術における特許等の知的財産権を確保する必要があります。また、知的財産権

の重要性は今後一層高まるものと認識しているので、外部専門家との連携や法務機能の強化を進めてお

ります。  

  しかし、第三者が特許等をすでに取得している場合、当該第三者より使用差止、損害賠償等訴訟の提

起、ならびに当該特許使用にかかる対価支払等、当社グループの事業展開及び業績等に重要な影響が生

じる可能性があります。  

 また当社グループが特許等の知的財産権を取得している場合においても、一般的にソフトウェアプロ

グラムの技術に係わる知的財産権については権利の範囲が必ずしも明確であるとはいえないため、当該

権利の十分な保護が得られない可能性があります。  

  

③ 製品等の不具合等について  

  当社グループの製品等において誤作動・不具合等が生じた場合には、損害賠償責任の発生やアライア

ンス企業及びエンドユーザーの当社グループに対する信頼喪失により、当社グループの事業展開および

業績等に重要な影響が生じる可能性があります。  

  

④ プロジェクト管理について  

  受託開発については、顧客とのミーティング等により仕様を決定し、要員、工数等を見積もり、リス

クを反映させた開発計画を策定し、プロジェクトマネジャーがプロジェクトの進捗管理を行っておりま

す。  

  しかし、当初計画より大幅な遅延が生じた場合や大規模案件にてトラブルが発生した場合には、プロ

ジェクト採算の悪化、損害賠償責任の発生等により、当社グループの事業展開および業績等に重要な影

響を及ぼす可能性があります。  

  

(4) 事業等のリスク
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⑤ 人材の確保および育成について  

当社グループは、事業の拡大に応じて優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると考えて

おります。しかしながら、情報セキュリティおよび情報サービス業界においては、当社グループが必要

とする専門的知識、技術及び資格等を持つ人材に対する市場での需要が高いため、当社グループにおい

て必要な人員拡充が計画どおり進まない場合や採用に想定以上のコストがかかる場合には、当社グルー

プの事業展開および業績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑥ ＳＢＩグループとの関係について  

当社は、平成17年９月にＳＢＩグループと戦略的業務提携および資本提携について合意し、ＳＢＩグ

ループを引受先として転換社債型新株予約権付社債を発行しております。さらに平成20年３月にＳＢＩ

グループとの更なる戦略的一体性の向上、当社の財務状況の大幅改善を目的としてＳＢＩホールディン

グス株式会社及びＳＢＩイー・トレード証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を

行い、またＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築を目的として、平成20年４月1日にＳＢＩイ

ー・トレード証券株式会社の完全子会社、トレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャルシ

ステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を譲り受け

ました。  

 当社はＳＢＩグループにおいて「システム関連生態系」のコア企業として従来の事業をベースに据え

つつ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行うことが期待されております。今後、ＳＢＩホール

ディングス株式会社のグループ戦略に基づき、当社グループの業務運営の効率化、事業連携の強化、企

業価値の向上を目指して、更なる企業・事業再編を実施する場合には、当社グループの事業展開および

業績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。  

 また、平成17年９月に発行いたしましたＳＢＩグループを引受先とする転換社債型新株予約権付社債

については、平成21年９月の償還期限までにその大部分が株式に転換されない場合や償還資金を十分に

確保できない場合には、当社の財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。  
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 当連結会計年度末における当社企業集団は、当社（株式会社シーフォーテクノロジー）、親会社（その他

の関係会社）であるＳＢＩホールディングス株式会社（注１）、連結子会社３社（注２）、及び持分法適用

関連会社１社（注３）により構成されており、情報セキュリティ事業を展開しております。  

 当社グループの情報セキュリティ事業においては、当社が独自に開発した暗号技術、秘密分散技術、電子

透かし技術、ニューラル・ネットワーク技術を基礎とし、これらのコア技術のライセンス供与を行うととも

に、コア技術を活用した情報セキュリティ製品の開発・販売、情報セキュリティに関するシステムの受託開

発及びシステム構築、情報セキュリティ・コンサルティング・サービス等を展開しております。  

 当社は、コア技術の研究開発、情報セキュリティ関連製品の開発・販売、及びライセンスビジネス、また

コア技術と密接に関わる受託開発を行っております。連結子会社であります株式会社シーフォービジネスコ

ンサルティングは情報セキュリティ・コンサルティングを、株式会社シーフォー＆パソナテック マネージ

メント サービスは情報セキュリティ・コンサルティングのトータルマネジメント、株式会社シーフォービ

ジネスインテグレーションは情報セキュリティに関連するシステム構築を行っております。  

  

   

（注）  

１．平成20年３月３日付の第三者割当増資により、ＳＢＩホールディングス株式会社の当社における議決権比率は 

  69.2%（間接保有含む）となり、当連結会計年度末より親会社となっております。  

  なお、前連結会計年度末以前よりその他の関係会社でありました株式会社フォーカスシステムズ は、当該増 

  資よる当社株式持分の減少に伴い、当連結会計年度末においてその他の関係会社から除外しております。  

２．前連結会計年度末以前より連結子会社でありました株式会社シーフォーセールスサポートは、平成19年９月25 

  日に清算が結了したことにより、当中間連結会計期間末において連結の範囲から除外しております。  

３．前連結会計年度末以前より持分法適用関連会社でありましたネクスト・イット株式会社は、平成19年11月９日 

  付で同社が行いました第三者割当増資により当社の持分が減少したことに伴い、当期の第３四半期連結会計期 

  間の期首において持分法適用関連会社の範囲から除外しております。  

        

 企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。  

２ 企業集団の状況

11



 

  

12



当社は、情報セキュリティ技術の発展に寄与することで、IT（情報技術）産業の健全な育成、更には

国内外の経済発展に貢献することを使命としております。これを具現化するために、①ビジネスに直結

する研究開発を行う、②常に先進技術を追求し、顧客に最高のソリューションを提供する、③常にグロ

ーバルな視野を持つ、④パートナーとの連携を積極的に行う、を経営の基本方針に据えております。  

 これらの基本方針に基づき、市場における多様な情報セキュリティニーズを即座にフィードバック

し、最適な製品やサービスの提供へと迅速に展開させてまいります。  

  

当社グループにおきましては、当連結会計年度においてＳＢＩホールディングス株式会社およびＳＢ

Ｉイー・トレード証券株式会社を割当先とする第三者割当増資により資本増強を行った結果、債務超過

の状況は解消されました。しかしながら、前連結会計年度に引き続き営業損失が発生しているととも

に、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。当該状況を解消すべく、ＳＢＩグループとの戦略的一体性を高め、その経営資源

を最大限活用し、収益基盤の強化を進めてまいります。  

 当社グループにおきましては、営業利益および営業キャッシュ・フローを経営上の重要な指標と位置

づけております。  

  

当社は情報セキュリティ分野において核となる技術を独自開発し、技術革新の速い分野において、常

に先進技術を追求し、顧客へ最高のソリューションを提供することを目的に事業を展開してまいりまし

た。しかしながら、前連結会計年度において、債務超過となり、財務状況の大幅な改善と今後の事業展

開の一層の飛躍を可能とする事業体制の構築を目指し、ＳＢＩグループと資本提携を行いました。  

 今後は、ＳＢＩグループとの戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用するとともに、当社は

「システム関連生態系」のコア企業として従来のセキュリティ事業をベースに据えつつ、金融システム

等の関連分野にも積極的に事業を拡大してまいります。  

 金融システム分野は情報セキュリティ分野と密接に関連しており、今後その結びつきはますます高ま

ると考えられることから、他社には真似のできない強固なビジネスモデルを構築し、企業価値の向上を

図ってまいります。  

  

当社グループでは、ＳＢＩグループの一員として事業再構築を行い、経営基盤の強化を図るため、以

下の課題に取り組んでまいります。  

  

１．ＳＢＩグループとの連携強化  

 当社グループは、平成20年３月のＳＢＩグループを割当先とする第三者割当増資により、ＳＢＩグル

ープ各社との戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用し、従来の事業をベースに据えつつその

他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。     

 その一環として、ＳＢＩイー・トレード証券株式会社よりトレードウィン株式会社およびトレイダー

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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ズフィナンシャルシステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変

更）の全株式を平成20年４月１日に取得しました。トレードウィン株式会社は証券バックオフィスシス

テム構築に優位性を持ち、トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社はモバイルサービスなどの

証券のフロントシステム構築に優位性を持っております。  

 証券システム分野は情報セキュリティ分野と密接に関連していることから、当社グループにおける従

来の情報セキュリティ分野と証券システム分野との相乗効果を最大化する営業体制、運営体制等を整備

し、グループ全体の収益基盤の強化を図ってまいります。  

  

２．知的財産権の保護  

 当社グループは、独自の自社開発技術に関して複数の特許を出願しており、今後も新たな技術、製品

を開発した際には、独自技術について特許等の知的財産権を積極的に取得することにより、知的財産権

の防衛を図る方針であります。  

 当社グループでは知的所有権の重要性は今後一層高まるものと認識しており、上記方針に基づいて、

従業員に対する知的財産権の教育・研修や外部専門家との連携および法務機能の強化を進めてまいりま

す。  

  

３．人材の確保及び育成  

 当社グループは、事業の拡大に応じて優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると考えて

おります。しかしながら、情報セキュリティ及び情報サービス業界においては、当社グループが必要と

する専門的知識、技術及び資格等を持つ人材に対する市場での需要が高いため、人材獲得競争が激化し

ております。  

 当社グループにおいては、人材採用におけるＳＢＩグループとの連携や当社グループ全体での採用・

教育機能の強化、人事制度の見直し等を行い、人材の確保及び育成を進めてまいります。  

  

４．管理体制の強化  

 当社グループは、Ｍ＆Ａ等の資本提携を中心としたグループ戦略を進めておりますが、その成果を実

現するためには、内部統制を含めた管理体制の強化が重要であると考えております。  

 当社グループにおいては、グループ全体の管理部門を統合し、コスト削減を行うとともに、適切な意

思決定や業務遂行をサポートする内部統制システムの整備と運用精度を高めてまいります。  
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 537,219 2,112,314 1,575,094

 ２ 受取手形及び売掛金 496,705 446,706 △49,998

 ３ たな卸資産 150,181 35,933 △114,247

 ４ 短期貸付金 168,450 149,550 △18,900

 ５ その他 94,640 89,828 △4,812

   貸倒引当金 △10,050 △153,555 △143,505

   流動資産合計 1,437,146 39.9 2,680,777 70.5 1,243,630

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 28,372 28,372 ─

    減価償却累計額 △12,641 15,730 △15,004 13,367 △2,362 △2,362

  (2) 工具器具備品 100,926 100,012 △914

    減価償却累計額 △67,633 33,292 △76,887 23,125 △9,253 △10,167

   有形固定資産合計 49,023 1.4 36,493 1.0 △12,530

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 409,079 204,944 △204,084

  (2) ソフトウェア仮勘定 326,061 ─ △326,061

  (3) のれん 487,345 427,993 △59,352

  (4) その他 86 86 ─

   無形固定資産合計 1,222,572 34.0 633,073 16.6 △589,498

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 717,946 295,763 △422,182

  (2) 長期貸付金 962,709 1,069,213 106,504

  (3) その他 129,803 137,259 7,456

    貸倒引当金 △921,278 △1,051,148 △129,870

   投資その他の資産合計 889,180 24.7 451,088 11.9 △438,091

   固定資産合計 2,160,775 60.1 1,120,655 29.5 △1,040,120

   資産合計 3,597,922 100.0 3,801,433 100.0 203,510
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 212,394 152,803 △59,591

 ２ 短期借入金 250,000 50,000 △200,000

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
24,896 9,996

 

 
△14,900

 ４ １年以内償還予定社債 40,000 220,000 180,000

 ５ 未払法人税等 ― 42,231 42,231

 ６ 賞与引当金 59,000 65,808 6,808

 ７ その他 222,877 122,820 △42,780

   流動負債合計 809,167 22.5 663,658 17.4 △145,509

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 220,000 ─ △220,000

 ２ 転換社債型 

   新株予約権付社債
3,000,000 3,000,000 ─

 ３ 長期借入金 15,006 5,010 △9,996

 ４ 退職給付引当金 58,393 71,145 12,751

 ５ 債務保証損失引当金 50,000 82,367 32,367

 ６ その他 12,288 ─ △12,288

   固定負債合計 3,355,688 93.3 3,158,522 83.1 △197,165

   負債合計 4,164,856 115.8 3,822,181 100.5 △342,674

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,306,684 36.3 2,161,434 56.9 854,750

 ２ 資本剰余金 1,232,761 34.3 2,087,511 54.9 854,750

 ３ 利益剰余金 △3,144,900 △87.4 △4,269,559 △112.3 △1,124,658

 ４ 自己株式 △3,133 △0.1 △3,357 △0.1 △224

   株主資本合計 △608,588 △16.9 △23,971 △0.6 584,617

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
12,319 0.3 △3,261 △0.1 △15,580

   評価・換算差額等合計 12,319 0.3 △3,261 △0.1 △15,580

Ⅲ 少数株主持分 29,334 0.8 6,483 0.2 △22,851

   純資産合計 △566,933 △15.8 △20,748 △0.5 546,185

   負債純資産合計 3,597,922 100.0 3,801,433 100.0 203,510
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,063,581 100.0 3,082,042 100.0 1,018,460

Ⅱ 売上原価 1,814,473 87.9 2,473,338 80.3 658,865

   売上総利益 249,108 12.1 608,703 19.7 359,595

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 170,380 117,197

 ２ 給料手当 410,077 250,602

 ３ 減価償却費 65,327 47,243

 ４ 賞与引当金繰入額 9,387 19,724

 ５ 退職給付費用 1,467 3,610

 ６ 貸倒引当金繰入額 52,290 1,995

 ７ 支払手数料 ― 113,814

 ８ 研究開発費 ─ 101,737

 ９ その他 620,700 1,329,631 64.4 308,824 964,749 31.3 △364,881

   営業損失 1,080,522 △52.3 356,045 △11.6 709,976

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,557 2,655

 ２ 為替差益 4,179 ─

 ３ その他 16,715 33,452 1.6 4,246 6,902 0.2 △26,549

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,829 6,961

 ２ 持分法による投資損失 181,311 55,421

 ３ 投資事業組合損失 2,938 ─

 ４ その他 6,999 210,078 10.2 1,571 63,953 2.0 △146,124

   経常利益 1,257,148 △60.9 413,096 △13.4 829,552

Ⅵ 特別利益

 １ 事業移転利益 ─ 7,922

 ２ 投資有価証券売却益 ─ 214,338

 ３ 関係会社株式売却益 552,048 ─

 ４ 債務保証損失引当金戻入 17,000 ─

 ５ 持分変動利益 8,723 577,772 28.0 24,154 246,414 8.0 △331,357
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 11,729 138

 ２ 貸倒引当金繰入額 653,778 271,380

 ３ 債務保証引当金繰入額 ─ 32,367

 ４ 製品評価損 113,317 86,855

 ５ 投資有価証券評価損 71,174 24,679

 ６ 関係会社株式評価損 ─ 8,685

 ７ のれん償却額 85,554 ─

 ８ 固定資産臨時償却費 102,510 ─

 ９ 減損損失 88,838 498,245

 10 取引修正損 21,447 6,436

 11 その他 132,755 1,281,106 62.1 ─ 928,787 30.1 △366,818

   税金等調整前 

   当期純損失
1,960,483 △95.0 1,095,469 △35.5 865,013

   法人税、住民税 

   及び事業税
6,041 47,976

   法人税等調整額 △16,607 △10,565 △0.5 △9,603 38,372 1.2 41,934

   少数株主損失 10,671 0.5 22,851 0.7 12,179

   当期純損失 1,939,246 △94.0 1,110,990 △36.0 828,255
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,306,084 1,021,584 △1,205,654 △985 1,121,029

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 600 600 1,200

 株式交換 210,576 210,576

 当期純損失 1,939,246 1,939,246

 自己株式の取得 △2,147 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

600 211,176 △1,939,246 △2,147 △1,729,617

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,232,761 △3,144,900 △3,133 △608,588

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ─ ─ ─ 1,121,029

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,200

 株式交換 210,576

 当期純損失 1,939,246

 自己株式の取得 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

12,319 12,319 29,334 41,654

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

12,319 12,319 29,334 △1,687,963

平成19年３月31日残高(千円) 12,319 12,319 29,334 △566,933
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,232,761 △3,144,900 △3,133 △608,588

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 854,750 854,750 1,709,500

 当期純損失 1,110,990 1,110,990

 持分法適用会社減少に伴う増加 △13,667 △13,667

 自己株式の取得 △224 △224

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

854,750 854,750 △1,124,658 △224 584,617

平成20年３月31日残高(千円) 2,161,434 2,087,511 △4,269,559 △3,357 △23,971

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 12,319 12,319 29,334 △566,933

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,110,990

 持分法適用会社減少に伴う増加 △13,667

 自己株式の取得 △224

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△15,580 △15,580 △22,851 △38,432

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△15,580 △15,580 △22,851 546,185

平成20年３月31日残高(千円) △3,261 △3,261 6,483 △20,748
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 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

 １ 税金等調整前当期純損失(△) △1,960,483 △1,095,469 865,013

 ２ 減価償却費 547,939 127,406 △420,532

 ３ 固定資産臨時償却費 102,510 ─ △102,510

 ４ 減損損失 88,838 498,245 409,406

 ５ のれん償却額 121,237 51,852 △69,384

 ６ 貸倒引当金の増加額 706,069 273,375 △432,694

 ７ 賞与引当金の増加額（減少額△） △2,440 6,808 9,248

 ８ 債務保証損失引当金の増加額 

   （減少額△)
△17,000 32,367 49,367

 ９ 受取利息及び受取配当金 △12,779 △3,024 9,755

 10 支払利息 18,829 6,961 △11,868

 11 新株発行費 ― 1,538 1,538

 12 持分法による投資損失 181,311 55,421 △125,890

 13 持分変動利益 ─ △24,154 △24,154

 14 事業移転利益 ─ △7,922 △7,922

 15  投資有価証券売却益 ― △214,338 △214,338

 16 投資有価証券評価損 71,174 24,679 △46,494

 17 固定資産除却損 10,609 138 △10,471

 18 関係会社株式売却益 △552,048 ─ 552,048

 19 関係会社株式評価損 ─ 8,685 8,685

  20 製品評価損 ─ 86,855 86,855

 21 売上債権の減少額 48,580 41,331 △7,248

 22 たな卸資産の減少額（増加額△） 68,673 27,392 △41,281

 23 仕入債務の減少額 △207,822 △60,802 147,019

 24 その他 60,499 △62,505 △123,005

    小計 △726,299 △225,159 501,140

 25 利息及び配当金の受取額 12,867 3,648 △9,219

 26 利息の支払額 △19,382 △6,136 13,246

 27 法人税等の支払額 △9,797 △34,930 △25,133

   営業活動によるキャッシュ・フロー △742,612 △262,578 480,034

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △20,885 △4,548 16,336

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △399,681 △88,460 311,220

 ３ 無形固定資産の売却による収入 ─ 24,000 24,000

 ４ のれんの取得による支出 △10,000 ─ 10,000

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △470,533 △21,690 448,842

 ６ 投資有価証券の売却による収入 ― 575,000 575,000

 ７ 貸付による支出 △901,101 △275,703 625,397

 ８ 貸付金の回収による収入 606,341 188,099 △418,241

 ９ 株式交換による子会社資金受入額 110,027 ─ △110,027

 10 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

   売却による支出
△6,396 ─ 6,396

 11 その他 △35,538 △1,863 33,675

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,127,766 394,832 1,522,598
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額（減少額△） 152,000 △200,000 △352,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △125,930 △24,896 101,034

 ３ 社債の償還による支出 △40,000 △40,000 ─

 ４ 株式発行による収入 660 1,707,961 1,707,301

 ５ 自己株式の取得による支出 △2,147 △224 1,923

 ６ 少数株主に対する株式発行による収入 44,000 ─ △44,000

 ７ 少数株主への清算配当の支払額 △3,993 ─ 3,993

   財務活動によるキャッシュ・フロー 24,588 1,442,840 1,418,252

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △376 ─ 376

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,846,165 1,575,094 3,421,260

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,808,385 512,219 △1,296,165

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の 

  増加額
550,000 ─ △550,000

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 512,219 2,087,314 1,575,094
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 当社グループは、当連結会計年度において、グループ

戦略及び今後の事業展開の見直しに伴い、セキュリティ

製品の在庫の評価損113,317千円、販売用のソフトウェ

アの臨時償却費102,510千円及び自社利用のソフトウェ

アの減損損失88,458千円の計上等の抜本的な資産のリス

トラを実施、また、貸倒引当金繰入額653,778千円を計

上し、1,939,246千円の当期純損失を計上した結果、

566,933千円の債務超過になっております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

当社グループは当該状況を解消すべく下記項目を実施

することにより債務超過の解消を図ってまいります。 

① 収益モデルの変革  

 当社グループのコア技術を用いた情報セキュリティに

係るライセンス収入に依存した収益モデルから開発期間

が短く収益性の高いシステム開発を含む「受託開発」並

びに保守・運用及びセキュリティのコンサルティング業

務を基盤とした収益モデルへと体制を変革してまいりま

す。また、システム開発案件の受注から当社グループの

コア技術を用いたセキュリティ商材の提案へと派生させ

各種案件の獲得へと繋げてまいります。

② コストの見直し  

 組織を見直し、配置転換、余剰人員の整理及び役員報

酬の20％から50％のカットを行い、人件費その他の諸経

費について20％から30％のコスト削減を実施してまいり

ます。 

③ グループ戦略の見直し  

 これまでの合併や株式交換等の資本提携を中心とした

「グループ戦略」は、技術・製品開発コストの増大やマ

ーケティングスキームの整備の遅れ等を生み、収益獲得

のための体制改善への遅れに繋がっておりました。今後

は細分化しておりました各社事業を下記３社に集約して

中長期戦略に基づいた各社の役割を着実に遂行できる体

制を目指します。

(イ) 株式会社 シーフォーテクノロジー 

情報セキュリティ分野のコア技術を保持し、それ

に密接に関わる受託開発及びライセンス・製品提供を行

いながらグループ全体の統括を行う。 

(ロ) 株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメン

トサービス 

株式会社パソナテックと連携を図りながら、情報セキ

ュリティに関するトータルソリューションを提供す

る。  

（なお、株式会社シーフォービジネスコンサルティング

（情報セキュリティに関するコンサルテーションを提

供）は、今後、更なるシナジー効果を図る上で、株式会

社シーフォー＆パソナテックマネージメントサービスと

合併を検討しております。）

(ハ) 株式会社シーフォービジネスインテグレーション

情報セキュリティ分野を中心としたシステムインテグ

レーションサービスを提供する。

  当社グループでは、当連結会計年度においてＳＢＩホ

ールディングス㈱及びＳＢＩイー・トレード証券㈱を割

当先とする第三者割当増資により資本増強を行ないまし

たが、20,748千円の債務超過となっております。  

 また、当連結会計年度において356,045千円の営業損

失を計上し、前連結会計年度に引き続き営業損失が発生

しているとともに、営業活動によるキャッシュ・フロー

もマイナスとなっております。  

 さらに当連結会計年度において、事業計画の進捗遅延

及びＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴

い資産の精査を厳格に実施したこと等により928,787千

円の特別損失を計上し、当期純損失は1,110,990千円と

なりました。  

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じております。  

 当社グループは、当該状況を解消すべく下記対策を推

進してまいります。  

  

１．収益基盤の強化  

 当社グループは、セキュリティ製品販売におけるパー

トナーとの連携を含む営業体制の再構築の遅れ、また受

託開発における技術者の確保の遅れ等により、当連結会

計年度に営業損失を356,045千円計上し、また営業キャ

ッシュ・フローは△262,578千円となっております。  

当社は、ＳＢＩイー・トレード証券㈱の完全子会社で証

券会社向けシステム構築・運用に強みを持つシステム会

社２社の全株式を平成20年4月1日に取得し、グループ内

企業のシステム構築・維持管理を行う「システム関連生

態系」のコア企業として、従来の事業をベースに据えつ

つ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってま

いります。この抜本的な事業再構築を進めていくことに

より、収益基盤を強化し、営業利益の確保及び営業キャ

ッシュ・フローの獲得に取り組んでまいります。  

  

２．管理体制の強化  

 当社グループは、事業再構築に伴い資産の精査を厳格

に実施したこと等により当連結会計年度に928,787千円

の特別損失を計上しました。これは主に投融資等が当初

期待した成果を上げることができなかったことによりま

す。  

 当社グループは、投融資等の重要な意思決定プロセス

を見直し、審査機能を強化した決裁の仕組みを整備して

まいります。またグループ全体の管理部門を統合し、コ

スト削減を行うとともに、適切な意思決定や業務遂行を

サポートする内部統制システムを整備・運用してまいり

ます。  

   

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。  
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

④ 保有有価証券の整理 

 これまで当社グループは、「アライアンスパートナー

戦略」及び「グループ戦略」に基づき、投資により更な

る事業シナジーを期待できる企業及び事業の将来性を有

望視できる企業に投資をして参りました。その結果、貸

借対照表における投資有価証券残高は717,946千円とな

っており、その中には減損せざるを得なかった有価証券

が存在する一方、順調に事業を展開しており、企業価値

が向上している企業の有価証券も多数存在しておりま

す。これらの有価証券につきましては、グループ戦略を

含めた当社グループ中長期戦略の抜本的な見直しに伴

い、今後の事業展開のための保有の必然性を様々な角度

より慎重に判断致します。その判断に従い、事業進捗の

ために必要不可欠である有価証券についてのみ厳選して

保有することとし、その他の有価証券につきましては、

各会社の現況を考慮しつつ可及的速やかに譲渡等処分を

行うことで、利益及び資金の確保に努めてまいります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として、作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。
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  最近の有価証券報告書（平成19年6月28日提出）における記載から重要な変更がないため、 
 開示を省略します。 
    

  

 
  

  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7) 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

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は△

596,268千円であります。 

 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。

 

           ─────────

（企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。

           ─────────

        

           ───────── （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく償却方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において無形固定資産の「ソフトウェ

ア」に含めて表示しておりました「ソフトウェア仮勘

定」（前連結会計年度87,185千円）については、重要性

が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました流動

資産の「仮払金」（当連結会計年度236千円）について

は、資産総額の5/100以下であるため、当連結会計年度

において、流動資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払法人税等」（前連結会計年

度21,151千円）については、負債及び純資産の合計額の

100分の１超となったため、当連結会計年度より区分掲

記しております。

（連結損益計算書）  

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「支

払手数料」（当連結会計年度112,700千円）は、販売費

及び一般管理費の合計の10/100以下であるため、当連結

会計年度においては販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しております。

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において販売費及び一般管理費「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」（前連

結会計年度112,700千円）、「研究開発費」（前連結会

計年度69,003千円）については、販売費及び一般管理費

の合計額の100分の10超となったため、当連結会計年度

より区分掲記しております。
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 （開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項につきましては、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める情報セキュリティ業ならびにこれらの付

帯業務の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

 当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める情報セキュリティ業ならびにこれらの付帯

業務の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

当社及び連結子会社は、前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連

結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）において在外子会社及び重要な在外支店

がないため、記載を省略しております。  

  

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成19

年４月１日 至 平成20年３月31日）においては、海外売上がないため、該当事項はありません。 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 △10,158円49銭 △143円19銭

１株当たり当期純損失 33,251円31銭 16,074円77銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、潜在株式は存在する
ものの１株当たり当期純損失である
ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、潜在株式は存在する
ものの１株当たり当期純損失である
ため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末

 （平成19年３月31日)
当連結会計年度末
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） △566,933 △20,748

普通株式に係る純資産額（千円） △596,268 △27,232

差額の主な内訳（千円）

少数株主持分 29,334 6,483

普通株式の発行済株式数（株） 58,713.48 190,213.48

普通株式の自己株式数（株） 16.94 25.23

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

58,696.54 190,188.25

項目
前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 1,939,246 1,110,990

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,939,246 1,110,990

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ─

普通株式の期中平均株式数（株） 58,320 69,113

当期純利益調整額（千円） ― ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳

 新株引受権 ― ─

 新株予約権 ― ─

 転換社債型新株予約権付社債 ― ─

普通株式増加数（株） ― ─

希薄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（新株予約権
の数129個）及び転換社
債型新株予約権付社債に
付された新株予約権（新
株予約権の数30個）

新株予約権（新株予約権
の数129個）及び転換社
債型新株予約権付社債に
付された新株予約権（新
株予約権の数30個）
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

――――――  （トレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナン
シャルシステムズ株式会社の株式取得）  
  平成20年2月15日開催の当社取締役会において、ト
レードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャ
ルシステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳ
ＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を取得し当
社の子会社とする旨の決議をし、平成20年４月１日付
で実行いたしました。  
 株式取得に関する概要は次のとおりであります。  
  
１．株式取得の目的  
 当社グループは、今後当連結会計年度における第三
者割当増資の割当先である２社を中心としたＳＢＩグ
ループ各社との戦略的一体性を強め、グループ内企業
のシステム構築・維持管理を行う「システム関連生態
系」のコア企業として今後その経営資源を最大限活用
し、従来の事業をベースに据えつつ、その他の関連分
野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。    
  当社は証券バックオフィスシステム構築に優位性を
持つトレードウィン株式会社及びモバイルサービスな
どのフロントシステム構築に優位性を持つトレイダー
ズフィナンシャルシステムズ株式会社を取得すること
によりこれら事業に参入するほか、これら事業分野は
情報セキュリティ分野と極めて重要に関連しており、
今後その結びつきはますます高まると考えられること
から、他社には真似のできない強固なビジネスモデル
が構築されると考え、株式取得を実行し子会社としま
した。  
  
２．株式取得の相手会社の名称  
ＳＢＩイー・トレード証券株式会社  
  
３．株式を取得する会社の概要  
（１）トレードウィン株式会社  
  ①住所 東京都中央区築地一丁目12番6号  
  ②代表者 代表取締役社長 内山 昌秋  
    ③資本金      347百万円  
    ④主な事業内容   金融機関向けシステムとソ 
                       リューションの提供  
  
 
（２）トレイダーズフィナンシャルシステムズ 
      株式会社  
  ①住所 東京都港区六本木一丁目7番27号  
  ②代表者 代表取締役社長 中尾 哲也  
    ③資本金      495百万円  
    ④主な事業内容   金融システム開発・販売・ 
                       運用  
  
 
４．取得する株式の数、取得価格及び取得後の 
    持分比率  
（１）トレードウィン株式会社  
  ①取得する株式の数     4,552株  
    ②取得価格       1,092百万円  
    ③取得後の持分比率      100.0％  
  
（２）トレイダーズフィナンシャルシステムズ 
      株式会社  
  ①取得する株式の数     9,900株  
    ②取得価格         693百万円  
    ③取得後の持分比率      100.0％  
  
５．支払資金の調達及び支払方法  
 支払資金は平成20年３月３日に実行した第三者割当
増資による調達資金を充当し、一括支払しておりま
す。  
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 472,569 2,045,833 1,573,263

 ２ 売掛金 194,365 79,306 △115,059

 ３ 製品 25,279 8,199 △17,080

 ４ 貯蔵品 1,357 1,127 △230

 ５ 前渡金 ― 1,211 1,211

 ６ 前払費用 15,840 15,973 133

 ７ 短期貸付金 491,822 149,000 △342,822

 ８ その他 44,374 34,193 △10,181

      貸倒引当金 △126,535 △149,237 △22,702

   流動資産合計 1,119,072 36.4 2,185,608 65.4 1,066,536

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 26,222 26,222 ─

    減価償却累計額 △12,412 13,809 △14,502 11,719 △2,089 △2,089

  (2) 工具器具備品 79,980 81,629 1,649

    減価償却累計額 △63,319 16,661 △69,933 11,696 △6,614 △4,965

   有形固定資産合計 30,470 1.0 23,416 0.7 △7,054

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 401,670 201,419 △200,251

    (2) ソフトウェア仮勘定 322,315 ― △322,315

  (3) 電話加入権 86 86 ―

   無形固定資産合計 724,071 23.6 201,505 6.0 △522,566

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 644,161 281,278 △362,883

  (2) 関係会社株式 410,068 365,684 △44,383

  (3) 長期貸付金 565,278 565,148 △130

  （4）関係会社長期貸付金 83,755 420,835 337,080

  (5) 長期前払費用 8,000 7,000 △1,000

  (6) 差入保証金 96,413 97,358 945

        貸倒引当金 △607,155 △805,566 △198,411

   投資その他の資産合計 1,200,520 39.1 931,739 27.9 △268,781

   固定資産合計 1,955,063 63.6 1,156,661 34.6 △798,402

   資産合計 3,074,136 100.0 3,342,269 100.0 △268,133
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前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 93,547 33,800 △59,747

 ２ 短期借入金 200,000 50,000 △150,000

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
14,900 ― △14,900

 ４ １年以内償還予定社債 40,000 220,000 180,000

 ５ 未払金 13,691 11,161 △2,530

 ６ 未払費用 6,937 2,021 △4,916

 ７ 未払法人税等 1,813 4,709 2,896

 ８ 前受金 13,293 13,405 112

 ９ 預り金 10,265 3,855 △6,410

 10 仮受金 56,583 ― △56,583

 11 その他 ― 20 20

   流動負債合計 451,033 14.7 338,974 10.1 △112,059

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 220,000 ― △220,000

 ２ 転換社債型 

   新株予約権付社債
3,000,000 3,000,000 ―

 ３ 繰延税金負債 12,288 ― △12,288

   固定負債合計 3,232,288 105.1 3,000,000 89.8 △232,288

   負債合計 3,683,321 119.8 3,338,974 99.9 △344,347
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前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,306,684 42.5 2,161,434 64.7 854,750

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,029,073 1,883,823

  (2) その他資本剰余金 203,688 203,688

    資本剰余金合計 1,232,761 40.1 2,087,511 62.4 854,750

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 100 100

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △3,159,543 △4,242,392

    利益剰余金合計 △3,159,443 △102.8 △4,242,292 △126.9 △1,082,849

 ４ 自己株式 △3,133 △0.1 △3,357 △0.1 △224

   株主資本合計 △623,131 △20.3 3,295 0.1 626,426

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
13,945 0.5 ─ ─ △13,945

   評価・換算差額等合計 13,945 0.5 ─ ─ △13,945

   純資産合計 △609,185 △19.8 3,295 0.1 612,480

   負債純資産合計 3,074,136 100.0 3,342,269 100.0 268,133
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当事業年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 783,552 100.0 977,546 100.0 193,994

Ⅱ 売上原価 723,913 92.4 798,718 81.7 74,805

   売上総利益 59,638 7.6 178,827 18.3 119,189

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 96,777 66,976

 ２ 給料手当 185,491 91,033

 ３ 法定福利費 25,701 12,560

 ４ 消耗品費 7,061 3,288

 ５ 地代家賃 39,419 25,166

 ６ 減価償却費 65,916 41,743

  ７ 貸倒引当金繰入額 2,162 1,575

 ８ 通信費 4,392 3,748

 ９ 支払手数料 98,474 108,188

 10 販売手数料 7,147 4,890

 11 広告宣伝費 5,219 6,319

 12 研究開発費 58,496 101,737

 13 その他 57,730 653,991 83.5 51,397 518,625 53.1 △135,366

   営業損失 594,353 △75.9 339,798 △34.8 254,555

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,783 11,329

  ２  管理手数料収入 24,020 4,620

  ３  出向負担金収入 10,214 ─

 ４ 雑収入 8,836 55,854 7.1 2,204 18,154 1.9 △37,699

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,490 706

 ２ 社債利息 3,472 3,142

 ３ 新株発行費 ― 1,538

 ４ 支払手数料 49,000 ―

 ５ 為替差損 124 1

  ６  投資事業組合損失 2,938 ─

 ７ 雑損失 2,637 61,662 7.9 30 5,418 0.6 △56,244

   経常損失 600,162 △76.6 327,063 △33.5 273,099
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前事業年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当事業年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

  １ 事業移転利益 ─ 7,922

 ２ 有価証券売却益 ─ ─ ― 214,338 222,260 22.7 222,260

Ⅶ 特別損失

  １ 製品評価損 66,337 86,855

 ２ 投資有価証券評価損 71,174 24,679

 ３ 関係会社株式評価損 392,023 133,108

 ４ 固定資産除却損 1,879 ―

 ５ 貸倒引当金繰入額 717,028 219,537

 ６ 減損損失 88,458 478,258

 ７ 固定資産臨時償却費 102,510 ―

 ８ 賃貸借契約解約損 20,148 ―

 ９ 関係会社清算損失 ― 28,128

 10 取引修正損 21,477 6,436

 11 その他 13,109 1,494,118 190.7 ― 977,005 99.9 △517,113

   税引前当期純損失 2,094,280 △267.3 1,081,807 △110.7 1,012,473

   法人税、住民税 

   及び事業税
2,395 1,040

   法人税等調整額 ― 2,395 0.3 ― 1,040 0.1 △1,355

   当期純損失 2,096,676 △267.6 1,082,848 △110.8 1,013,828
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,306,084 1,021,584 ― 1,021,584

事業年度中の変動額

 新株の発行 600 600 600

 株式交換 6,888 203,688 210,576

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 600 7,488 203,688 211,176

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,029,073 203,688 1,232,761

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

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３月31日残高(千円) 100 △1,062,867 △1,062,767 △985 1,263,916

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,200

  株式交換 210,576

 当期純損失 2,096,676 2,096,676 2,096,676

 自己株式の取得 △2,147 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △2,096,676 △2,096,676 △2,147 △1,887,047

平成19年３月31日残高(千円) 100 △3,159,543 △3,159,443 △3,133 △623,131

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― 1,263,916

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,200

 株式交換 210,576

 当期純損失 2,096,676

 自己株式の取得 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

13,945 13,945 13,945

事業年度中の変動額合計(千円) 13,945 13,945 △1,873,102

平成19年３月31日残高(千円) 13,945 13,945 △609,185
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,029,073 203,688 1,232,761

事業年度中の変動額

 新株の発行 854,750 854,750 854,750

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 854,750 854,750 854,750

平成20年３月31日残高(千円) 2,161,434 1,883,823 203,688 2,087,511

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 100 △3,159,543 △3,159,443 △3,133 △623,131

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,082,848 1,082,848 1,082,848

 自己株式の取得 △224 △224

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △1,082,848 △1,082,848 △224 626,426

平成20年３月31日残高(千円) 100 △4,242,392 △4,242,292 △3,357 3,295

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 13,945 13,945 △609,185

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,082,848

 自己株式の取得 △224

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△13,945 △13,945 △13,945

事業年度中の変動額合計(千円) △13,945 △13,945 612,480

平成20年３月31日残高(千円) ─ ─ 3,295
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

 当社は、当事業年度において、グループ戦略及び今後

の事業展開の見直しに伴い、セキュリティ製品の在庫の

評価損66,337千円、販売用のソフトウェアの臨時償却費

102,510千円及び自社利用のソフトウェアの減損損失

88,458千円の計上等の抜本的な資産のリストラを実施、

また、関係会社の株式評価損392,023千円及び貸倒引当

金繰入額717,028千円を計上し、2,096,676千円の当期純

損失を計上した結果、609,185千円の債務超過になって

おります。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 当社は当該状況を解消

すべく下記項目を実施することにより債務超過の解消を

図ってまいります。  

① 収益モデルの変革  

 当社のコア技術を用いた情報セキュリティに係るライ

センス収入に依存した収益モデルから開発期間が短く収

益性の高いシステム開発を含む「受託開発」並びに保

守・運用及びセキュリティのコンサルティング業務を基

盤とした収益モデルへと体制を変革してまいります。ま

た、システム開発案件の受注から当社のコア技術を用い

たセキュリティ商材の提案へと派生させ各種案件の獲得

へと繋げてまいります。  

② コストの見直し  

 組織を見直し、配置転換、余剰人員の整理及び役員報

酬の20％から50％のカットを行い、人件費その他の諸経

費について20％から30％のコスト削減を実施してまいり

ます。  

③ グループ戦略の見直し  

 これまでの合併や株式交換等の資本提携を中心とした

「グループ戦略」は、技術・製品開発コストの増大やマ

ーケティングスキームの整備の遅れ等を生み、収益獲得

のための体制改善への遅れに繋がっておりました。今後

は細分化しておりました各社事業を下記3社に集約して

中長期戦略に基づいた各社の役割を着実に遂行できる体

制を目指します。  

(イ) 株式会社シーフォーテクノロジー  

 情報セキュリティ分野のコア技術を保持し、それに密

接に関わる受託開発及びライセンス・製品提供を行いな

がらグループ全体の統括を行う。  

(ロ) 株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメン

トサービス  

 株式会社パソナテックと連携を図りながら、情報セキ

ュリティに関するトータルソリューションを提供する。 

（なお、株式会社シーフォービジネスコンサル  

ティング（情報セキュリティに関するコンサルテーショ

ンを提供）は、今後、更なるシナジー効果を図る上で、

株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメントサー

ビスと合併を検討しております。） 

(ハ）株式会社シーフォービジネスインテグレーション 

 情報セキュリティ分野を中心としたシステムインテグ

レーションサービスを提供する。

 当社では、当事業年度においてＳＢＩホールディング

ス㈱及びＳＢＩイー・トレード証券㈱を割当先とする第

三者割当増資により資本増強を行った結果、純資産は

3,295千円となり、債務超過の状況は解消されました。

 しかしながら、当事業年度において339,798千円の営

業損失を計上し、前事業年度に引き続き営業損失が発生

しております。  

 さらに当事業年度において、事業計画の進捗遅延及び

ＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴い資

産の精査を厳格に実施したこと等により977,005千円の

特別損失を計上し、当期純損失は1,082,848千円となり

ました。  

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じております。  

 当社は、当該状況を解消すべく下記対策を推進してま

いります。  

  

１．収益基盤の強化  

 当社は、セキュリティ製品販売におけるパートナーと

の連携を含む営業体制の再構築の遅れ、また受託開発に

おける技術者の確保の遅れ等により、当事業年度に営業

損失を339,798千円計上しております。  

 当社は、ＳＢＩイー・トレード証券㈱の完全子会社で

証券会社向けシステム構築・運用に強みを持つシステム

会社２社の全株式を平成20年4月1日に取得し、グループ

内企業のシステム構築・維持管理を行う「システム関連

生態系」のコア企業として、従来の事業をベースに据え

つつ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行って

まいります。この抜本的な事業再構築を進めていくこと

により、収益基盤を強化し、営業利益の確保及び営業キ

ャッシュ・フローの獲得に取り組んでまいります。  

  

２．管理体制の強化  

 当社は、事業再構築に伴い資産の精査を厳格に実施し

たこと等により当事業年度に977,005千円の特別損失を

計上しました。これは主に投融資等が当初期待した成果

を上げることができなかったことによります。  

 当社は、投融資等の重要な意思決定プロセスを見直

し、審査機能を強化した決裁の仕組み等、適切な意思決

定や業務遂行をサポートする内部統制システムを整備・

運用してまいります。  

   

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。  
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

④ 保有有価証券の整理  

 これまで当社は、「アライアンスパートナー戦略」及

び「グループ戦略」に基づき、投資により更なる事業シ

ナジーを期待できる企業、及び事業の将来性を有望視で

きる企業に投資をして参りました。その結果、貸借対照

表における投資有価証券残高は644,161千円となってお

り、その中には減損せざるを得なかった有価証券が存在

する一方、順調に事業を展開しており、企業価値が向上

している企業の有価証券も多数存在しております。これ

らの有価証券につきましては、グループ戦略を含めた当

社中長期戦略の抜本的な見直しに伴い、今後の事業展開

のための保有の必然性を様々な角度より慎重に判断致し

ます。その判断に従い、事業進捗のために必要不可欠で

ある有価証券についてのみ厳選して保有することとし、

その他の有価証券につきましては、各会社の現況を考慮

しつつ可及的速やかに譲渡等処分を行うことで、利益及

び資金の確保に努めてまいります。  

 財務諸表は継続企業を前提として、作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。
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1. 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  

(訂正前) 平成20年３月期 決算短信

上 場 会 社 名 株式会社シーフォーテクノロジー 上場取引所 東証マザーズ

コ ー ド 番 号 2355 URL http：//c4t.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)三住 光男
問合せ先責任者 (役職名)企画管理本部長 (氏名)塩崎 將朗 TEL(03)5447－2551(代表)  

定時株主総会開催予定日 平成20年６月25日

有価証券報告書提出予定日 平成20年６月27日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,082 41.1 △400 ─ △457 ─ △1,440 ─

19年３月期 2,183 58.7 △1,143 ─ △1,320 ─ △1,995 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △20,837 24 ─ ─ ─ △11.6 △13.0

19年３月期 △34,220 06 ─ ─ △280.5 △28.5 △52.4

(参考) 持分法投資損益 20年３月期 △55百万円 19年３月期 △181百万円

(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

20年３月期 3,895 70 1.7 338 56

19年３月期 3,964 △146 △4.4 △2,989 83

(参考) 自己資本 20年３月期 64百万円 19年３月期 △175百万円

(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

20年３月期 △262 394 1,442 2,087

19年３月期 △473 △1,396 24 512

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日) 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

20年３月期 ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結 
累計期間

2,400 75.5 10 － 10 － 5 － 26 29

通 期 5,000 62.2 140 － 140 － 70 － 368 06
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

（注） 詳細は、23ページ「連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

 
（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」を

ご覧ください。 

  

1. 20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、
３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
  

(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）  無

(2) 連結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（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に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年３月期 190,213.48株 19年３月期 58,713.48株

② 期末自己株式数 20年３月期 25.23株 19年３月期 16.94株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 20年３月期 977 8.2 △384 ─ △371 ─ △1,412 ─

 19年３月期 903 △31.8 △645 ─ △602 ─ △2,091 ─

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

 20年３月期 △20,430 05 ─ ─

 19年３月期 △35,869 21 ─ ─

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

 20年３月期 3,436 94 2.8 499 07

 19年３月期 3,440 △188 △5.5 △3,209 89

(参考) 自己資本 20年３月期 94百万円 19年３月期 △188百万円

(％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)

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

270 △26.9 △80 △63.2 △80 △62.2 △80 1.0 △420 64

通 期 700 △28.4 50 － 50 － 50 － 262 90
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当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加や設備投資の堅調な拡大を背景として緩やかな拡

大基調を維持しておりましたが、原油価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した米国景気減速

等の不安要素の拡大により、景気の減速感が強まってまいりました。  

 当社グループが属する情報セキュリティ業界におきましては、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメ

ントシステム）認証の普及に加え、日本版ＳＯＸ法（金融商品取引法の一部規定）の平成21年３月期か

らの適用を控え、財務情報を中心とした企業情報管理についての取り組みが本格化しており、情報セキ

ュリティ投資は依然として高いレベルを維持しております。  

 当社グループは、「情報セキュリティのトータル・ソリューション・プロバイダー」を目指し、新た

なグループ経営方針に基づき、受託開発およびシステムインテグレーション分野を強化し、また情報セ

キュリティと密接に関連するハードウェアの販売も開始し、一定の成果を上げました。コスト面におい

ては、研究開発や取扱製品の選択と集中を行い、事業活動の効率化を進め、大幅にコスト削減を実現し

ました。また、投資有価証券については、事業展開上必要不可欠であるもののみを継続保有し、それ以

外のものについては売却を進め、投資有価証券売却益を計上できました。  

 このような取り組みにより、着実に業績は回復しつつあるものの、当社グループが債務超過であるこ

とから与信や事業の継続性等の問題が表面化し、また社内的には営業体制の構築遅れ等により、収益性

の高いセキュリティ製品等の販売が計画を大幅に下回る結果となりました。  

 また、ＳＢＩホールディングス株式会社およびＳＢＩイー・トレード証券株式会社を割当先とする第

三者割当増資とＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴い、資産の精査を厳格に行った結

果、減損損失等の特別損失が発生しました。  

 その結果、当連結会計年度の売上高は3,082百万円（前期の売上高2,183百万円）、営業損失は400百

万円（前期の営業損失1,143百万円）、経常損失は457百万円（前期の経常損失1,320百万円）、当期純

損失は1,440百万円（前期の当期純損失1,995百万円）となりました。  

  

 品目別の業績は、次のとおりであります。  

 なお、当社グループは情報セキュリティ事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しておりま

す。  

  

ア. セキュリティ製品販売  

 当社グループの信用リスクの表面化、営業体制の構築遅れ等により、収益性の高い自社製品の販売は

計画を大幅に下回りましたが、情報セキュリティと密接に関連するハードウェアの販売が順調に推移し

たことにより、売上高は前期比21.2%増の522百万円となりました。 

  

イ. ライセンス収入  

 前連結会計年度におけるライセンス付与に係る売上計上基準の変更以降、ライセンス収入に依存しな

い収益構造のシフトを進めていたため、売上高は前期比22.3%減の52百万円となりました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績
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ウ. 受託開発  

 新たなグループ経営方針に基づき、受託開発を注力分野としておりましたが、当社においては、人材

獲得競争の激化により十分な技術者の確保が難しく、計画を大幅に下回る結果となりました。一方、株

式会社シーフォー ビジネスインテグレーションが当連結会計年度より通期での売上貢献となったこと

により、売上高は前期比72.9％増の2,325百万円となりました。  

   

エ. その他  

 前連結会計年度に設立したセキュリティコンサルティング分野を担当する子会社において、新規案件

を効率的に獲得する営業体制の構築遅れ等により、売上高は前期比46.5%減の181百万円となりました。

   

当社グループは、平成20年３月のＳＢＩグループを割当先とする第三者割当増資により、ＳＢＩグル

ープ各社との戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用し、従来の事業をベースに据えつつその

他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。     

 その施策の一環として、当社はトレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャルシステムズ

株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を、ＳＢＩイー・ト

レード証券株式会社より平成20年４月１日をもって取得しております。トレードウィン株式会社は証券

バックオフィスシステム構築に優位性を持ち、トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社はモバ

イルサービスなどのフロントシステム構築に優位性を持っております。  

 翌連結会計年度においては、上記２社が連結子会社となることによりグループとしての事業規模拡大

を見込むとともに、これら事業分野は情報セキュリティ分野と密接に関連していることから、当社グル

ープにおける従来の情報セキュリティ事業においてもこの事業分野との相乗効果を最大化することによ

り、グループ全体としての業績改善を実現できると見込んでおります。  

 以上により平成21年３月期連結業績予想といたしましては、売上高5,000百万円（前期比62.2％

増）、営業利益140百万円（前期比－％）、経常利益140百万円（前期比－％）、当期純利益70百万円

（前期比－％）を見込んでおります。  

  

② 翌期の見通し
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① 資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末（3,964百万円）に比べ69百万円減少し、

3,895百万円となりました。  

 資産、負債及び純資産それぞれについての状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。  

  

（イ） 資産  

 （流動資産）  

 当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末（1,566百万円）に比べ1,110百万円増加

し、2,677百万円となりました。これは、期末における案件状況の変動等により受取手形及び売掛金が

192百万円減少し、また評価損等によりたな卸資産が114百万円減少した一方で、平成20年３月に実行い

たしました第三者割当増資等により現金及び預金が1,575百万円増加したことがその主な要因でありま

す。  

  

 （固定資産）  

 当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末（2,397百万円）に比べ1,179百万円減少

し、1,217百万円となりました。これは、ソフトウェアの減損及び償却等により無形固定資産が634百万

円減少し、また売却や評価損等により投資有価証券が517百万円減少したことがその主な要因でありま

す。  

  

（ロ） 負債  

 （流動負債）  

 当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末（754百万円）に比べ88百万円減少し、665

百万円となりました。これは、科目振替等により1年以内償還予定社債が180百万円増加した一方で、期

末における案件状況の変動等により買掛金が59百万円減少し、また返済等により短期借入金が200百万

円減少したことがその主な要因であります。  

  

 （固定負債）  

 当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末（3,355百万円）に比べ197百万円減少し、

3,158百万円となりました。これは、一年以内償還予定のため流動負債へ振り替えたことにより、社債

が220百万円減少したことがその主な要因であります。  

  

（ハ） 純資産  

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末（△146百万円）に比べ217百万円増加し、70

百万円となりました。これは、当期純損失等により利益剰余金が1,453百万円減少した一方で、平成20

年３月に実行いたしました第三者割当増資により資本金が854百万円、資本準備金が854百万円それぞれ

増加したことがその主な要因であります。  

  

 

② キャッシュ・フローの分析  

(2) 財政状態に関する分析
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 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末（512百

万円）に比べ1,575百万円増加し、2,087百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、262百万円（前期は473百万円の使用）となりました。これは、減損

損失498百万円、製品評価損282百万円、貸倒引当金の増加273百万円があった一方、税金等調整前当期

純損失1,424百万円があったことがその主な要因であります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は、394百万円（前期は1,396百万円の使用）となりました。これは、貸

付による支出275百万円があった一方、投資有価証券の売却による収入575百万円があったことがその主

な要因であります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は、1,442百万円（前期は24百万円の獲得）となりました。これは、短

期借入金の純減少額200百万円があった一方、ＳＢＩグループ２社を割当先とした第三者割当増資を行

ったことでの新株発行による収入1,707百万円があったことがその主な要因であります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注)  自己資本：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。なお、当社は平成18年３月期より 

   連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期までの推移については記載しておりま 

  せん。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

  を対象としております。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

５．平成18年３月期、平成19年３月期及び平成20年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利 

  子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナ 

  スのため記載しておりません。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、利益を事業拡大のための資

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率 30.2％ △4.4％ 1.7％

時価ベースの自己資本比率 310.8％ 61.6％ 132.4％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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金に充てることにより企業価値の拡大を図り、強固な経営基盤を確立することを優先する方針であり

ます。 

 当期においては配当による利益還元を見送る予定であります。今後につきましては、研究開発等の資

金需要、利益水準等を総合的に勘案し、配当を検討してまいります。  

 当社の剰余金の配当につきましては、原則、期末配当の年１回を基本方針としております。中間配当

につきまして、定款第41条に「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準として、中間配当を行うこ

とができる。」旨を定めております。なお、決定機関につきましては、期末配当は株主総会、中間配当

は取締役会であります。  
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① 技術の進展及び製品開発について  

 当社グループが属する情報セキュリティ及び情報サービス業界においては、技術の進展が著しいと

いう特徴があります。当社グループは、技術の変化に対応すべく学術的研究機関との連携、優秀な研究

者・技術者の確保等に取り組んでおりますが、急速な技術変化により保有する技術の陳腐化が生じた場

合、次世代技術への円滑な移行が困難となった場合、又は、何らかの要因により技術変化への対応が困

難となった場合においては、当社グループの事業展開および業績等に重要な影響が生じる可能性があり

ます。  

  また当社グループにおける製品開発においては、新技術の研究開発を行い、当該技術を生かした製品

開発を進めておりますが、市場のニーズにあった製品を開発できなかった場合、製品リリースが大幅に

遅延した場合には、当社グループの事業展開及び業績等に重要な影響が生じる可能性があります。  

   

② 知的財産権について  

  当社は情報セキュリティにおけるコア技術の開発や当該技術を生かした製品の開発・販売を主な事業

としているので、当該技術における特許等の知的財産権を確保する必要があります。また、知的財産権

の重要性は今後一層高まるものと認識しているので、外部専門家との連携や法務機能の強化を進めてお

ります。  

  しかし、第三者が特許等をすでに取得している場合、当該第三者より使用差止、損害賠償等訴訟の提

起、ならびに当該特許使用にかかる対価支払等、当社グループの事業展開及び業績等に重要な影響が生

じる可能性があります。  

 また当社グループが特許等の知的財産権を取得している場合においても、一般的にソフトウェアプロ

グラムの技術に係わる知的財産権については権利の範囲が必ずしも明確であるとはいえないため、当該

権利の十分な保護が得られない可能性があります。  

  

③ 製品等の不具合等について  

  当社グループの製品等において誤作動・不具合等が生じた場合には、損害賠償責任の発生やアライア

ンス企業及びエンドユーザーの当社グループに対する信頼喪失により、当社グループの事業展開および

業績等に重要な影響が生じる可能性があります。  

  

④ プロジェクト管理について  

  受託開発については、顧客とのミーティング等により仕様を決定し、要員、工数等を見積もり、リス

クを反映させた開発計画を策定し、プロジェクトマネジャーがプロジェクトの進捗管理を行っておりま

す。  

  しかし、当初計画より大幅な遅延が生じた場合や大規模案件にてトラブルが発生した場合には、プロ

ジェクト採算の悪化、損害賠償責任の発生等により、当社グループの事業展開および業績等に重要な影

響を及ぼす可能性があります。  

  

(4) 事業等のリスク
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⑤ 人材の確保および育成について  

当社グループは、事業の拡大に応じて優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると考えて

おります。しかしながら、情報セキュリティおよび情報サービス業界においては、当社グループが必要

とする専門的知識、技術及び資格等を持つ人材に対する市場での需要が高いため、当社グループにおい

て必要な人員拡充が計画どおり進まない場合や採用に想定以上のコストがかかる場合には、当社グルー

プの事業展開および業績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑥ ＳＢＩグループとの関係について  

当社は、平成17年９月にＳＢＩグループと戦略的業務提携および資本提携について合意し、ＳＢＩグ

ループを引受先として転換社債型新株予約権付社債を発行しております。さらに平成20年３月にＳＢＩ

グループとの更なる戦略的一体性の向上、当社の財務状況の大幅改善を目的としてＳＢＩホールディン

グス株式会社及びＳＢＩイー・トレード証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を

行い、またＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築を目的として、平成20年４月1日にＳＢＩイ

ー・トレード証券株式会社の完全子会社、トレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャルシ

ステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を譲り受け

ました。  

 当社はＳＢＩグループにおいて「システム関連生態系」のコア企業として従来の事業をベースに据え

つつ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行うことが期待されております。今後、ＳＢＩホール

ディングス株式会社のグループ戦略に基づき、当社グループの業務運営の効率化、事業連携の強化、企

業価値の向上を目指して、更なる企業・事業再編を実施する場合には、当社グループの事業展開および

業績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。  

 また、平成17年９月に発行いたしましたＳＢＩグループを引受先とする転換社債型新株予約権付社債

については、平成21年９月の償還期限までにその大部分が株式に転換されない場合や償還資金を十分に

確保できない場合には、当社の財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。  
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 当連結会計年度末における当社企業集団は、当社（株式会社シーフォーテクノロジー）、親会社（その他

の関係会社）であるＳＢＩホールディングス株式会社（注１）、連結子会社３社（注２）、及び持分法適用

関連会社１社（注３）により構成されており、情報セキュリティ事業を展開しております。  

 当社グループの情報セキュリティ事業においては、当社が独自に開発した暗号技術、秘密分散技術、電子

透かし技術、ニューラル・ネットワーク技術を基礎とし、これらのコア技術のライセンス供与を行うととも

に、コア技術を活用した情報セキュリティ製品の開発・販売、情報セキュリティに関するシステムの受託開

発及びシステム構築、情報セキュリティ・コンサルティング・サービス等を展開しております。  

 当社は、コア技術の研究開発、情報セキュリティ関連製品の開発・販売、及びライセンスビジネス、また

コア技術と密接に関わる受託開発を行っております。連結子会社であります株式会社シーフォービジネスコ

ンサルティングは情報セキュリティ・コンサルティングを、株式会社シーフォー＆パソナテック マネージ

メント サービスは情報セキュリティ・コンサルティングのトータルマネジメント、株式会社シーフォービ

ジネスインテグレーションは情報セキュリティに関連するシステム構築を行っております。  

  

   

（注）  

１．平成20年３月３日付の第三者割当増資により、ＳＢＩホールディングス株式会社の当社における議決権比率は 

  69.2%（間接保有含む）となり、当連結会計年度末より親会社となっております。  

  なお、前連結会計年度末以前よりその他の関係会社でありました株式会社フォーカスシステムズ は、当該増 

  資よる当社株式持分の減少に伴い、当連結会計年度末においてその他の関係会社から除外しております。  

２．前連結会計年度末以前より連結子会社でありました株式会社シーフォーセールスサポートは、平成19年９月25 

  日に清算が結了したことにより、当中間連結会計期間末において連結の範囲から除外しております。  

３．前連結会計年度末以前より持分法適用関連会社でありましたネクスト・イット株式会社は、平成19年11月９日 

  付で同社が行いました第三者割当増資により当社の持分が減少したことに伴い、当期の第３四半期連結会計期 

  間の期首において持分法適用関連会社の範囲から除外しております。  

        

 企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。  

２ 企業集団の状況
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当社は、情報セキュリティ技術の発展に寄与することで、IT（情報技術）産業の健全な育成、更には

国内外の経済発展に貢献することを使命としております。これを具現化するために、①ビジネスに直結

する研究開発を行う、②常に先進技術を追求し、顧客に最高のソリューションを提供する、③常にグロ

ーバルな視野を持つ、④パートナーとの連携を積極的に行う、を経営の基本方針に据えております。  

 これらの基本方針に基づき、市場における多様な情報セキュリティニーズを即座にフィードバック

し、最適な製品やサービスの提供へと迅速に展開させてまいります。  

  

当社グループにおきましては、当連結会計年度においてＳＢＩホールディングス株式会社およびＳＢ

Ｉイー・トレード証券株式会社を割当先とする第三者割当増資により資本増強を行った結果、債務超過

の状況は解消されました。しかしながら、前連結会計年度に引き続き営業損失が発生しているととも

に、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。当該状況を解消すべく、ＳＢＩグループとの戦略的一体性を高め、その経営資源

を最大限活用し、収益基盤の強化を進めてまいります。  

 当社グループにおきましては、営業利益および営業キャッシュ・フローを経営上の重要な指標と位置

づけております。  

  

当社は情報セキュリティ分野において核となる技術を独自開発し、技術革新の速い分野において、常

に先進技術を追求し、顧客へ最高のソリューションを提供することを目的に事業を展開してまいりまし

た。しかしながら、前連結会計年度において、債務超過となり、財務状況の大幅な改善と今後の事業展

開の一層の飛躍を可能とする事業体制の構築を目指し、ＳＢＩグループと資本提携を行いました。  

 今後は、ＳＢＩグループとの戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用するとともに、当社は

「システム関連生態系」のコア企業として従来のセキュリティ事業をベースに据えつつ、金融システム

等の関連分野にも積極的に事業を拡大してまいります。  

 金融システム分野は情報セキュリティ分野と密接に関連しており、今後その結びつきはますます高ま

ると考えられることから、他社には真似のできない強固なビジネスモデルを構築し、企業価値の向上を

図ってまいります。  

  

当社グループでは、ＳＢＩグループの一員として事業再構築を行い、経営基盤の強化を図るため、以

下の課題に取り組んでまいります。  

  

１．ＳＢＩグループとの連携強化  

 当社グループは、平成20年３月のＳＢＩグループを割当先とする第三者割当増資により、ＳＢＩグル

ープ各社との戦略的一体性を高め、その経営資源を最大限活用し、従来の事業をベースに据えつつその

他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。     

 その一環として、ＳＢＩイー・トレード証券株式会社よりトレードウィン株式会社およびトレイダー

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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ズフィナンシャルシステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳＢＩテック株式会社へ社名変

更）の全株式を平成20年４月１日に取得しました。トレードウィン株式会社は証券バックオフィスシス

テム構築に優位性を持ち、トレイダーズフィナンシャルシステムズ株式会社はモバイルサービスなどの

証券のフロントシステム構築に優位性を持っております。  

 証券システム分野は情報セキュリティ分野と密接に関連していることから、当社グループにおける従

来の情報セキュリティ分野と証券システム分野との相乗効果を最大化する営業体制、運営体制等を整備

し、グループ全体の収益基盤の強化を図ってまいります。  

  

２．知的財産権の保護  

 当社グループは、独自の自社開発技術に関して複数の特許を出願しており、今後も新たな技術、製品

を開発した際には、独自技術について特許等の知的財産権を積極的に取得することにより、知的財産権

の防衛を図る方針であります。  

 当社グループでは知的所有権の重要性は今後一層高まるものと認識しており、上記方針に基づいて、

従業員に対する知的財産権の教育・研修や外部専門家との連携および法務機能の強化を進めてまいりま

す。  

  

３．人材の確保及び育成  

 当社グループは、事業の拡大に応じて優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると考えて

おります。しかしながら、情報セキュリティ及び情報サービス業界においては、当社グループが必要と

する専門的知識、技術及び資格等を持つ人材に対する市場での需要が高いため、人材獲得競争が激化し

ております。  

 当社グループにおいては、人材採用におけるＳＢＩグループとの連携や当社グループ全体での採用・

教育機能の強化、人事制度の見直し等を行い、人材の確保及び育成を進めてまいります。  

  

４．管理体制の強化  

 当社グループは、Ｍ＆Ａ等の資本提携を中心としたグループ戦略を進めておりますが、その成果を実

現するためには、内部統制を含めた管理体制の強化が重要であると考えております。  

 当社グループにおいては、グループ全体の管理部門を統合し、コスト削減を行うとともに、適切な意

思決定や業務遂行をサポートする内部統制システムの整備と運用精度を高めてまいります。  
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 537,219 2,112,314 1,575,094

 ２ 受取手形及び売掛金 639,505 446,706 △192,798

 ３ たな卸資産 150,181 35,933 △114,247

 ４ 短期貸付金 168,450 149,550 △18,900

 ５ その他 81,644 86,632 4,987

   貸倒引当金 △10,050 △153,555 △143,505

   流動資産合計 1,566,950 39.5 2,677,581 68.7 1,110,630

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 28,372 28,372 ─

    減価償却累計額 △12,641 15,730 △15,004 13,367 △2,362 △2,362

  (2) 工具器具備品 100,926 100,012 △914

    減価償却累計額 △67,633 33,292 △76,887 23,125 △9,253 △10,167

   有形固定資産合計 49,023 1.3 36,493 0.9 △12,530

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 505,763 302,089 △203,674

  (2) ソフトウェア仮勘定 371,061 ─ △371,061

  (3) のれん 487,345 427,993 △59,352

  (4) その他 86 86 ─

   無形固定資産合計 1,364,256 34.4 730,168 18.8 △634,087

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 812,946 295,763 △517,182

  (2) 長期貸付金 975,818 1,082,322 106,504

  (3) その他 129,803 137,259 7,456

    貸倒引当金 △934,388 △1,064,258 △129,870

   投資その他の資産合計 984,180 24.8 451,088 11.6 △533,091

   固定資産合計 2,397,460 60.5 1,217,750 31.3 △1,179,710

   資産合計 3,964,410 100.0 3,895,331 100.0 △69,079
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 212,394 152,803 △59,591

 ２ 短期借入金 250,000 50,000 △200,000

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
24,896 9,996

 

 
△14,900

 ４ １年以内償還予定社債 40,000 220,000 180,000

 ５ 未払法人税等 ― 44,507 44,507

 ６ 賞与引当金 59,000 65,808 6,808

 ７ その他 168,590 122,820 △45,770

   流動負債合計 754,880 19.0 665,934 17.1 △88,945

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 220,000 ─ △220,000

 ２ 転換社債型 

   新株予約権付社債
3,000,000 3,000,000 ─

 ３ 長期借入金 15,006 5,010 △9,996

 ４ 退職給付引当金 58,393 71,145 12,751

 ５ 債務保証損失引当金 50,000 82,367 32,367

 ６ その他 12,288 ─ △12,288

   固定負債合計 3,355,688 84.7 3,158,522 81.1 △197,165

   負債合計 4,110,568 103.7 3,824,457 98.2 △286,111

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,306,684 33.0 2,161,434 55.5 854,750

 ２ 資本剰余金 1,232,761 31.1 2,087,511 53.6 854,750

 ３ 利益剰余金 △2,724,125 △68.7 △4,177,936 △107.3 △1,453,811

 ４ 自己株式 △3,133 △0.1 △3,357 △0.1 △224

   株主資本合計 △187,812 △4.7 67,651 1.7 255,464

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
12,319 0.3 △3,261 △0.1 △15,580

   評価・換算差額等合計 12,319 0.3 △3,261 △0.1 △15,580

Ⅲ 少数株主持分 29,334 0.7 6,483 0.2 △22,851

   純資産合計 △146,157 △3.7 70,874 1.8 217,032

   負債純資産合計 3,964,410 100.0 3,895,331 100.0 △69,079
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,183,631 100.0 3,082,042 100.0 898,410

Ⅱ 売上原価 1,997,968 91.5 2,517,927 81.7 519,958

   売上総利益 185,662 8.5 564,114 18.3 378,451

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 170,380 117,197

 ２ 給料手当 410,077 250,602

 ３ 減価償却費 65,327 47,243

 ４ 賞与引当金繰入額 9,387 19,724

 ５ 退職給付費用 1,467 3,610

 ６ 貸倒引当金繰入額 52,290 1,995

 ７ 支払手数料 ― 113,814

 ８ 研究開発費 ─ 101,737

 ９ その他 620,700 1,329,631 60.9 308,824 964,749 31.3 △364,881

   営業損失 1,143,968 △52.4 400,634 △13.0 743,333

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,557 2,655

 ２ 為替差益 4,179 ─

 ３ その他 16,715 33,452 1.5 4,246 6,902 0.2 △26,549

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,829 6,961

 ２ 持分法による投資損失 181,311 55,421

 ３ 投資事業組合損失 2,938 ─

 ４ その他 6,999 210,078 9.6 1,571 63,953 2.1 △146,124

   経常損失 1,320,594 △60.5 457,686 △14.9 862,908

Ⅵ 特別利益

 １ 事業移転利益 ─ 7,922

 ２ 投資有価証券売却益 ─ 214,338

 ３ 関係会社株式売却益 552,048 ─

 ４ 債務保証損失引当金戻入 17,000 ─

 ５ 持分変動利益 8,723 577,772 26.5 24,154 246,414 8.0 △331,357
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 11,729 138

 ２ 貸倒引当金繰入額 681,388 271,380

 ３ 債務保証引当金繰入額 ─ 32,367

 ４ 製品評価損 113,317 282,855

 ５ 投資有価証券評価損 71,174 119,679

 ６ 関係会社株式評価損 ─ 8,685

 ７ のれん償却額 85,554 ─

 ８ 固定資産臨時償却費 102,510 ─

 ９ 減損損失 88,838 498,245

 10 その他 119,646 1,274,159 58.4 ─ 1,213,351 39.3 △60,807

   税金等調整前 

   当期純損失
2,016,981 △92.4 1,424,622 △46.2 592,359

   法人税、住民税 

   及び事業税
6,041 47,976

   法人税等調整額 △16,607 △10,565 △0.5 △9,603 38,372 1.2 48,937

   少数株主損失 10,671 0.5 22,851 0.7 12,179

   当期純損失 1,995,744 △91.4 1,440,143 △46.7 555,600

58



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,306,084 1,021,584 △728,380 △985 1,598,303

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 600 600 1,200

 株式交換 210,576 210,576

 当期純損失 1,995,744 1,995,744

 自己株式の取得 △2,147 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

600 211,176 △1,995,744 △2,147 △1,786,116

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,232,761 △2,724,125 △3,133 △187,812

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ─ ─ ─ 1,598,303

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,200

 株式交換 210,576

 当期純損失 1,995,744

 自己株式の取得 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

12,319 12,319 29,334 41,654

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

12,319 12,319 29,334 △1,744,461

平成19年３月31日残高(千円) 12,319 12,319 29,334 △146,157
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,232,761 △2,724,125 △3,133 △187,812

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 854,750 854,750 1,709,500

 当期純損失 1,440,143 1,440,143

 持分法適用会社減少に伴う増加 △13,667 △13,667

 自己株式の取得 △224 △224

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

854,750 854,750 △1,453,811 △224 255,464

平成20年３月31日残高(千円) 2,161,434 2,087,511 △4,177,936 △3,357 67,651

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 12,319 12,319 29,334 △146,157

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,440,143

 持分法適用会社減少に伴う増加 △13,667

 自己株式の取得 △224

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△15,580 △15,580 △22,851 △38,432

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△15,580 △15,580 △22,851 217,032

平成20年３月31日残高(千円) △3,261 △3,261 6,483 70,874

60



  

 
  

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 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

 １ 税金等調整前当期純損失(△) △2,016,981 △1,424,622 592,359

 ２ 減価償却費 551,273 171,996 △379,277

 ３ 固定資産臨時償却費 102,510 ─ △102,510

 ４ 減損損失 88,838 498,245 409,406

 ５ のれん償却額 121,237 51,852 △69,384

 ６ 貸倒引当金の増加額 733,678 273,375 △460,303

 ７ 賞与引当金の増加額（減少額△） △2,440 6,808 9,248

 ８ 債務保証損失引当金の増加額 

   （減少額△)
△17,000 32,367 49,367

 ９ 受取利息及び受取配当金 △12,779 △3,024 9,755

 10 支払利息 18,829 6,961 △11,868

 11 新株発行費 ― 1,538 1,538

 12 持分法による投資損失 181,311 55,421 △125,890

 13 持分変動利益 ─ △24,154 △24,154

 14 事業移転利益 ─ △7,922 △7,922

 15  投資有価証券売却益 ― △214,338 △214,338

 16 投資有価証券評価損 71,174 119,679 48,505

 17 固定資産除却損 10,609 138 △10,471

 18 関係会社株式売却益 △552,048 ─ 552,048

 19 関係会社株式評価損 ─ 8,685 8,685

  20 製品評価損 ─ 282,855 282,855

 21 売上債権の減少額 346,780 184,131 △162,648

 22 たな卸資産の減少額（増加額△） 68,673 △168,607 △237,281

 23 仕入債務の減少額 △207,822 △60,802 147,019

 24 その他 56,873 △15,742 △72,615

    小計 △457,281 △225,159 232,122

 25 利息及び配当金の受取額 12,867 3,648 △9,219

 26 利息の支払額 △19,382 △6,136 13,246

 27 法人税等の支払額 △9,797 △34,930 △25,133

   営業活動によるキャッシュ・フロー △473,594 △262,578 211,016

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △20,885 △4,548 16,336

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △544,699 △88,460 456,238

 ３ 無形固定資産の売却による収入 ─ 24,000 24,000

 ４ のれんの取得による支出 △10,000 ─ 10,000

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △565,533 △21,690 543,842

 ６ 投資有価証券の売却による収入 ― 575,000 575,000

 ７ 貸付による支出 △930,101 △275,703 654,397

 ８ 貸付金の回収による収入 606,341 188,099 △418,241

 ９ 株式交換による子会社資金受入額 110,027 ─ △110,027

 10 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

   売却による支出
△6,396 ─ 6,396

 11 その他 △35,538 △1,863 33,675

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,396,784 394,832 1,791,616
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額（減少額△） 152,000 △200,000 △352,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △125,930 △24,896 101,034

 ３ 社債の償還による支出 △40,000 △40,000 ─

 ４ 株式発行による収入 660 1,707,961 1,707,301

 ５ 自己株式の取得による支出 △2,147 △224 1,923

 ６ 少数株主に対する株式発行による収入 44,000 ─ △44,000

 ７ 少数株主への清算配当の支払額 △3,993 ─ 3,993

   財務活動によるキャッシュ・フロー 24,588 1,442,840 1,418,252

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △376 ─ 376

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,846,165 1,575,094 3,421,260

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,808,385 512,219 △1,296,165

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の 

  増加額
550,000 ─ △550,000

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 512,219 2,087,314 1,575,094
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 当社グループは、当連結会計年度において、グループ

戦略及び今後の事業展開の見直しに伴い、セキュリティ

製品の在庫の評価損113,317千円、販売用のソフトウェ

アの臨時償却費102,510千円及び自社利用のソフトウェ

アの減損損失88,458千円の計上等の抜本的な資産のリス

トラを実施、また、貸倒引当金繰入額681,388千円を計

上し、1,995,744千円の当期純損失を計上した結果、

146,157千円の債務超過になっております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

当社グループは当該状況を解消すべく下記項目を実施

することにより債務超過の解消を図ってまいります。 

① 収益モデルの変革  

 当社グループのコア技術を用いた情報セキュリティに

係るライセンス収入に依存した収益モデルから開発期間

が短く収益性の高いシステム開発を含む「受託開発」並

びに保守・運用及びセキュリティのコンサルティング業

務を基盤とした収益モデルへと体制を変革してまいりま

す。また、システム開発案件の受注から当社グループの

コア技術を用いたセキュリティ商材の提案へと派生させ

各種案件の獲得へと繋げてまいります。

② コストの見直し  

 組織を見直し、配置転換、余剰人員の整理及び役員報

酬の20％から50％のカットを行い、人件費その他の諸経

費について20％から30％のコスト削減を実施してまいり

ます。 

③ グループ戦略の見直し  

 これまでの合併や株式交換等の資本提携を中心とした

「グループ戦略」は、技術・製品開発コストの増大やマ

ーケティングスキームの整備の遅れ等を生み、収益獲得

のための体制改善への遅れに繋がっておりました。今後

は細分化しておりました各社事業を下記３社に集約して

中長期戦略に基づいた各社の役割を着実に遂行できる体

制を目指します。

(イ) 株式会社 シーフォーテクノロジー 

情報セキュリティ分野のコア技術を保持し、それ

に密接に関わる受託開発及びライセンス・製品提供を行

いながらグループ全体の統括を行う。 

(ロ) 株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメン

トサービス 

株式会社パソナテックと連携を図りながら、情報セキ

ュリティに関するトータルソリューションを提供す

る。  

（なお、株式会社シーフォービジネスコンサルティング

（情報セキュリティに関するコンサルテーションを提

供）は、今後、更なるシナジー効果を図る上で、株式会

社シーフォー＆パソナテックマネージメントサービスと

合併を検討しております。）

(ハ) 株式会社シーフォービジネスインテグレーション

情報セキュリティ分野を中心としたシステムインテグ

レーションサービスを提供する。

  当社グループでは、当連結会計年度においてＳＢＩホ

ールディングス㈱およびＳＢＩイー・トレード証券㈱を

割当先とする第三者割当増資により資本増強を行った結

果、連結純資産は70百万円となり、債務超過の状況は解

消されました。  

 しかしながら当連結会計年度において400百万円の営

業損失を計上し、前連結会計年度に引き続き営業損失が

発生しているとともに、営業活動によるキャッシュ・フ

ローもマイナスとなっております。  

 さらに当連結会計年度において、事業計画の進捗遅延

及びＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴

い資産の精査を厳格に実施したこと等により1,213百万

円の特別損失を計上し、当期純損失は1,440百万円とな

りました。  

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じております。  

 当社グループは、当該状況を解消すべく下記対策を推

進してまいります。  

  

１．収益基盤の強化  

 当社グループは、セキュリティ製品販売におけるパー

トナーとの連携を含む営業体制の再構築の遅れ、また受

託開発における技術者の確保の遅れ等により、当連結会

計年度に営業損失を400百万円計上し、また営業キャッ

シュ・フローは△262百万円となっております。  

当社は、ＳＢＩイー・トレード証券㈱の完全子会社で証

券会社向けシステム構築・運用に強みを持つシステム会

社２社の全株式を平成20年4月1日に取得し、グループ内

企業のシステム構築・維持管理を行う「システム関連生

態系」のコア企業として、従来の事業をベースに据えつ

つ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行ってま

いります。この抜本的な事業再構築を進めていくことに

より、収益基盤を強化し、営業利益の確保及び営業キャ

ッシュ・フローの獲得に取り組んでまいります。  

  

２．管理体制の強化  

 当社グループは、事業再構築に伴い資産の精査を厳格

に実施したこと等により当連結会計年度に1,213百万円

の特別損失を計上しました。これは主に投融資等が当初

期待した成果を上げることができなかったことによりま

す。  

 当社グループは、投融資等の重要な意思決定プロセス

を見直し、審査機能を強化した決裁の仕組みを整備して

まいります。またグループ全体の管理部門を統合し、コ

スト削減を行うとともに、適切な意思決定や業務遂行を

サポートする内部統制システムを整備・運用してまいり

ます。  

   

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。  
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前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

④ 保有有価証券の整理 

 これまで当社グループは、「アライアンスパートナー

戦略」及び「グループ戦略」に基づき、投資により更な

る事業シナジーを期待できる企業及び事業の将来性を有

望視できる企業に投資をして参りました。その結果、貸

借対照表における投資有価証券残高は812,946千円とな

っており、その中には減損せざるを得なかった有価証券

が存在する一方、順調に事業を展開しており、企業価値

が向上している企業の有価証券も多数存在しておりま

す。これらの有価証券につきましては、グループ戦略を

含めた当社グループ中長期戦略の抜本的な見直しに伴

い、今後の事業展開のための保有の必然性を様々な角度

より慎重に判断致します。その判断に従い、事業進捗の

ために必要不可欠である有価証券についてのみ厳選して

保有することとし、その他の有価証券につきましては、

各会社の現況を考慮しつつ可及的速やかに譲渡等処分を

行うことで、利益及び資金の確保に努めてまいります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として、作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。
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  最近の有価証券報告書（平成19年6月28日提出）における記載から重要な変更がないため、 
 開示を省略します。 
    

  

 
  

  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7) 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

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は△

175,492千円であります。 

 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。

 

           ─────────

（企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。

           ─────────

        

           ───────── （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく償却方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において無形固定資産の「ソフトウェ

ア」に含めて表示しておりました「ソフトウェア仮勘

定」（前連結会計年度87,185千円）については、重要性

が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

 

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払法人税等」（前連結会計年

度23,428千円）については、負債及び純資産の合計額の

100分の１超となったため、当連結会計年度より区分掲

記しております。

（連結損益計算書）  

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「支

払手数料」（当連結会計年度112,700千円）は、販売費

及び一般管理費の合計の10/100以下であるため、当連結

会計年度においては販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しております。

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において販売費及び一般管理費「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」（前連

結会計年度112,700千円）、「研究開発費」（前連結会

計年度69,003千円）については、販売費及び一般管理費

の合計額の100分の10超となったため、当連結会計年度

より区分掲記しております。
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 （開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項につきましては、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める情報セキュリティ業ならびにこれらの付

帯業務の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

   

 当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める情報セキュリティ業ならびにこれらの付帯

業務の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

当社及び連結子会社は、前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連

結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）において在外子会社及び重要な在外支店

がないため、記載を省略しております。  

  

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成19

年４月１日 至 平成20年３月31日）においては、海外売上がないため、該当事項はありません。 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 △2,989円83銭 338円56銭

１株当たり当期純損失 34,220円06銭 20,837円24銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益については、１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末

 （平成19年３月31日)
当連結会計年度末
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） △146,157 70,874

普通株式に係る純資産額（千円） △175,492 64,390

差額の主な内訳（千円）

少数株主持分 29,334 6,483

普通株式の発行済株式数（株） 58,713.48 190,213.48

普通株式の自己株式数（株） 16.94 25.23

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

58,696.54 190,188.25

項目
前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 1,995,744 1,440,143

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,995,744 1,440,143

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ─

普通株式の期中平均株式数（株） 58,320 69,113

当期純利益調整額（千円） ― ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳

 新株引受権 ― ─

 新株予約権 ― ─

 転換社債型新株予約権付社債 ― ─

普通株式増加数（株） ― ─

希薄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（新株予約権
の数129個）及び転換社
債型新株予約権付社債に
付された新株予約権（新
株予約権の数30個）

新株予約権（新株予約権
の数129個）及び転換社
債型新株予約権付社債に
付された新株予約権（新
株予約権の数30個）
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

――――――  （トレードウィン株式会社及びトレイダーズフィナン
シャルシステムズ株式会社の株式取得）  
  平成20年2月15日開催の当社取締役会において、ト
レードウィン株式会社及びトレイダーズフィナンシャ
ルシステムズ株式会社（平成20年４月１日をもってＳ
ＢＩテック株式会社へ社名変更）の全株式を取得し当
社の子会社とする旨の決議をし、平成20年４月１日付
で実行いたしました。  
 株式取得に関する概要は次のとおりであります。  
  
１．株式取得の目的  
 当社グループは、今後当連結会計年度における第三
者割当増資の割当先である２社を中心としたＳＢＩグ
ループ各社との戦略的一体性を強め、グループ内企業
のシステム構築・維持管理を行う「システム関連生態
系」のコア企業として今後その経営資源を最大限活用
し、従来の事業をベースに据えつつ、その他の関連分
野にも積極的に事業拡大を行ってまいります。    
  当社は証券バックオフィスシステム構築に優位性を
持つトレードウィン株式会社及びモバイルサービスな
どのフロントシステム構築に優位性を持つトレイダー
ズフィナンシャルシステムズ株式会社を取得すること
によりこれら事業に参入するほか、これら事業分野は
情報セキュリティ分野と極めて重要に関連しており、
今後その結びつきはますます高まると考えられること
から、他社には真似のできない強固なビジネスモデル
が構築されると考え、株式取得を実行し子会社としま
した。  
  
２．株式取得の相手会社の名称  
ＳＢＩイー・トレード証券株式会社  
  
３．株式を取得する会社の概要  
（１）トレードウィン株式会社  
  ①住所 東京都中央区築地一丁目12番6号  
  ②代表者 代表取締役社長 内山 昌秋  
    ③資本金      347百万円  
    ④主な事業内容   金融機関向けシステムとソ 
                       リューションの提供  
  
 
（２）トレイダーズフィナンシャルシステムズ 
      株式会社  
  ①住所 東京都港区六本木一丁目7番27号  
  ②代表者 代表取締役社長 中尾 哲也  
    ③資本金      495百万円  
    ④主な事業内容   金融システム開発・販売・ 
                       運用  
  
 
４．取得する株式の数、取得価格及び取得後の 
    持分比率  
（１）トレードウィン株式会社  
  ①取得する株式の数     4,552株  
    ②取得価格       1,092百万円  
    ③取得後の持分比率      100.0％  
  
（２）トレイダーズフィナンシャルシステムズ 
      株式会社  
  ①取得する株式の数     9,900株  
    ②取得価格         693百万円  
    ③取得後の持分比率      100.0％  
  
５．支払資金の調達及び支払方法  
 支払資金は平成20年３月３日に実行した第三者割当
増資による調達資金を充当し、一括支払しておりま
す。  
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 472,569 2,045,833 1,573,263

 ２ 売掛金 337,165 79,306 △257,858

 ３ 製品 25,279 8,199 △17,080

 ４ 貯蔵品 1,357 1,127 △230

 ５ 前渡金 ― 1,211 1,211

 ６ 前払費用 15,840 15,973 133

 ７ 短期貸付金 491,822 149,000 △342,822

 ８ その他 31,378 30,997 △381

      貸倒引当金 △126,535 △149,237 △22,702

   流動資産合計 1,248,876 36.3 2,182,412 63.5 933,535

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 26,222 26,222 ─

    減価償却累計額 △12,412 13,809 △14,502 11,719 △2,089 △2,089

  (2) 工具器具備品 79,980 81,629 1,649

    減価償却累計額 △63,319 16,661 △69,933 11,696 △6,614 △4,965

   有形固定資産合計 30,470 0.9 23,416 0.7 △7,054

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 498,354 298,514 △199,839

    (2) ソフトウェア仮勘定 367,315 ― △367,315

  (3) 電話加入権 86 86 ―

   無形固定資産合計 865,755 25.2 298,600 8.7 △567,155

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 739,161 281,278 △457,883

  (2) 関係会社株式 410,068 365,684 △44,383

  (3) 長期貸付金 578,388 578,258 △130

  （4）関係会社長期貸付金 83,755 420,835 337,080

  (5) 長期前払費用 8,000 7,000 △1,000

  (6) 差入保証金 96,413 97,358 945

        貸倒引当金 △620,265 △818,675 △198,410

   投資その他の資産合計 1,295,520 37.6 931,739 27.1 △363,781

   固定資産合計 2,191,747 63.7 1,253,755 36.5 △937,991

   資産合計 3,440,624 100.0 3,436,168 100.0 △4,455
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前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 93,547 33,800 △59,747

 ２ 短期借入金 200,000 50,000 △150,000

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
14,900 ― △14,900

 ４ １年以内償還予定社債 40,000 220,000 180,000

 ５ 未払金 13,691 11,161 △2,530

 ６ 未払費用 6,937 2,021 △4,916

 ７ 未払法人税等 4,089 6,985 2,896

 ８ 前受金 13,293 13,405 112

 ９ 預り金 10,265 3,855 △6,410

 10 その他 20 20 ―

   流動負債合計 396,745 11.5 341,250 9.9 △55,495

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 220,000 ― △220,000

 ２ 転換社債型 

   新株予約権付社債
3,000,000 3,000,000 ―

 ３ 繰延税金負債 12,288 ― △12,288

   固定負債合計 3,232,288 94.0 3,000,000 87.3 △232,288

   負債合計 3,629,034 105.5 3,341,250 97.2 △287,784
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前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)
比較増減

区分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,306,684 38.0 2,161,434 62.9 854,750

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,029,073 1,883,823

  (2) その他資本剰余金 203,688 203,688

    資本剰余金合計 1,232,761 35.8 2,087,511 60.8 854,750

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 100 100

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △2,738,768 △4,150,770

    利益剰余金合計 △2,738,668 △79.6 △4,150,670 △120.8 △1,412,001

 ４ 自己株式 △3,133 △0.1 △3,357 △0.1 △224

   株主資本合計 △202,355 △5.9 94,918 2.8 297,273

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
13,945 0.4 ─ ─ △13,945

   評価・換算差額等合計 13,945 0.4 ─ ─ △13,945

   純資産合計 △188,410 △5.5 94,918 2.8 283,328

   負債純資産合計 3,440,624 100.0 3,436,168 100.0 △4,455
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当事業年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 903,602 100.0 977,546 100.0 73,943

Ⅱ 売上原価 895,159 99.1 843,308 86.3 △51,851

   売上総利益 8,442 0.9 134,237 13.7 125,795

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 96,777 66,976

 ２ 給料手当 185,491 91,033

 ３ 法定福利費 25,701 12,560

 ４ 消耗品費 7,061 3,288

 ５ 地代家賃 39,419 25,166

 ６ 減価償却費 65,916 41,743

  ７ 貸倒引当金繰入額 2,162 1,575

 ８ 通信費 4,392 3,748

 ９ 支払手数料 98,474 108,188

 10 販売手数料 7,147 4,890

 11 広告宣伝費 5,219 6,319

 12 研究開発費 58,496 101,737

 13 その他 57,730 653,991 72.3 51,397 518,625 53.1 △135,366

   営業損失 645,549 △71.4 384,387 △39.3 261,161

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,783 11,329

  ２  管理手数料収入 24,020 4,620

  ３  出向負担金収入 10,214 ─

 ４ 雑収入 8,836 55,854 6.1 2,204 18,154 1.9 △37,699

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,490 706

 ２ 社債利息 3,472 3,142

 ３ 新株発行費 ― 1,538

 ４ 為替差損 124 1

  ５  投資事業組合損失 2,938 ─

 ６ 雑損失 2,637 12,662 1.4 30 5,418 0.6 △7,243

   経常損失 602,358 △66.7 371,652 △38.0 230,705
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前事業年度

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

当事業年度

(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

比較増減

区分 金額(千円)
百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

  １ 事業移転利益 ─ 7,922

 ２ 有価証券売却益 ─ ─ ─ 214,338 222,260 22.7 222,260

Ⅶ 特別損失

  １ 製品評価損 66,337 282,855

 ２ 投資有価証券評価損 71,174 119,679

 ３ 関係会社株式評価損 392,023 133,108

 ４ 固定資産除却損 1,879 ―

 ５ 貸倒引当金繰入額 744,638 219,537

 ６ 減損損失 88,458 478,258

 ７ 固定資産臨時償却費 102,510 ―

 ８ 賃貸借契約解約損 20,148 ―

 ９ 関係会社清算損失 ― 1,487,170 164.5 28,128 1,261,568 129.1 △225,602

   税引前当期純損失 2,089,528 △231.2 1,410,960 △144.3 678,568

   法人税、住民税 

   及び事業税
2,395 1,040

   法人税等調整額 ― 2,395 0.3 ― 1,040 0.1 △1,355

   当期純損失 2,091,924 △231.5 1,412,001 △144.4 679,923
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,306,084 1,021,584 ― 1,021,584

事業年度中の変動額

 新株の発行 600 600 600

 株式交換 6,888 203,688 210,576

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 600 7,488 203,688 211,176

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,029,073 203,688 1,232,761

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

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３月31日残高(千円) 100 △646,843 △646,743 △985 1,679,940

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,200

  株式交換 210,576

 当期純損失 2,091,924 2,091,924 2,091,924

 自己株式の取得 △2,147 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △2,091,924 △2,091,924 △2,147 △1,882,296

平成19年３月31日残高(千円) 100 △2,738,768 △2,738,668 △3,133 △202,355

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) ― ― 1,679,940

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,200

 株式交換 210,576

 当期純損失 2,091,924

 自己株式の取得 △2,147

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

13,945 13,945 13,945

事業年度中の変動額合計(千円) 13,945 13,945 △1,868,350

平成19年３月31日残高(千円) 13,945 13,945 △188,410
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,306,684 1,029,073 203,688 1,232,761

事業年度中の変動額

 新株の発行 854,750 854,750 854,750

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 854,750 854,750 854,750

平成20年３月31日残高(千円) 2,161,434 1,883,823 203,688 2,087,511

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 100 △2,738,768 △2,738,668 △3,133 △202,355

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,412,001 1,412,001 1,412,001

 自己株式の取得 △224 △224

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) △1,412,001 △1,412,001 △224 297,275

平成20年３月31日残高(千円) 100 △4,150,770 △4,150,670 △3,357 94,918

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 13,945 13,945 △188,410

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,709,500

 当期純損失 1,412,001

 自己株式の取得 △224

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△13,945 △13,945 △13,945

事業年度中の変動額合計(千円) △13,945 △13,945 283,328

平成20年３月31日残高(千円) ─ ─ 94,918
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

 当社は、当事業年度において、グループ戦略及び今後

の事業展開の見直しに伴い、セキュリティ製品の在庫の

評価損66,337千円、販売用のソフトウェアの臨時償却費

102,510千円及び自社利用のソフトウェアの減損損失

88,458千円の計上等の抜本的な資産のリストラを実施、

また、関係会社の株式評価損392,023千円及び貸倒引当

金繰入額744,638千円を計上し、2,091,924千円の当期純

損失を計上した結果、188,410千円の債務超過になって

おります。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 当社は当該状況を解消

すべく下記項目を実施することにより債務超過の解消を

図ってまいります。  

① 収益モデルの変革  

 当社のコア技術を用いた情報セキュリティに係るライ

センス収入に依存した収益モデルから開発期間が短く収

益性の高いシステム開発を含む「受託開発」並びに保

守・運用及びセキュリティのコンサルティング業務を基

盤とした収益モデルへと体制を変革してまいります。ま

た、システム開発案件の受注から当社のコア技術を用い

たセキュリティ商材の提案へと派生させ各種案件の獲得

へと繋げてまいります。  

② コストの見直し  

 組織を見直し、配置転換、余剰人員の整理及び役員報

酬の20％から50％のカットを行い、人件費その他の諸経

費について20％から30％のコスト削減を実施してまいり

ます。  

③ グループ戦略の見直し  

 これまでの合併や株式交換等の資本提携を中心とした

「グループ戦略」は、技術・製品開発コストの増大やマ

ーケティングスキームの整備の遅れ等を生み、収益獲得

のための体制改善への遅れに繋がっておりました。今後

は細分化しておりました各社事業を下記3社に集約して

中長期戦略に基づいた各社の役割を着実に遂行できる体

制を目指します。  

(イ) 株式会社シーフォーテクノロジー  

 情報セキュリティ分野のコア技術を保持し、それに密

接に関わる受託開発及びライセンス・製品提供を行いな

がらグループ全体の統括を行う。  

(ロ) 株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメン

トサービス  

 株式会社パソナテックと連携を図りながら、情報セキ

ュリティに関するトータルソリューションを提供する。 

（なお、株式会社シーフォービジネスコンサル  

ティング（情報セキュリティに関するコンサルテーショ

ンを提供）は、今後、更なるシナジー効果を図る上で、

株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメントサー

ビスと合併を検討しております。） 

(ハ）株式会社シーフォービジネスインテグレーション 

 情報セキュリティ分野を中心としたシステムインテグ

レーションサービスを提供する。

 当社では、当事業年度においてＳＢＩホールディング

ス㈱およびＳＢＩイー・トレード証券㈱を割当先とする

第三者割当増資により資本増強を行った結果、純資産は

94百万円となり、債務超過の状況は解消されました。  

 しかしながら当事業年度において384百万円の営業損

失を計上し、前事業年度に引き続き営業損失が発生して

おります。  

 さらに当事業年度において、事業計画の進捗遅延及び

ＳＢＩグループとの連携強化による事業再構築に伴い資

産の精査を厳格に実施したこと等により1,261百万円の

特別損失を計上し、当期純損失は1,412百万円となりま

した。  

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じております。  

 当社グループは、当該状況を解消すべく下記対策を推

進してまいります。  

  

１．収益基盤の強化  

 当社は、セキュリティ製品販売におけるパートナーと

の連携を含む営業体制の再構築の遅れ、また受託開発に

おける技術者の確保の遅れ等により、当事業年度に営業

損失を384百万円計上しております。  

 当社は、ＳＢＩイー・トレード証券㈱の完全子会社で

証券会社向けシステム構築・運用に強みを持つシステム

会社２社の全株式を平成20年4月1日に取得し、グループ

内企業のシステム構築・維持管理を行う「システム関連

生態系」のコア企業として、従来の事業をベースに据え

つつ、その他の関連分野にも積極的に事業拡大を行って

まいります。この抜本的な事業再構築を進めていくこと

により、収益基盤を強化し、営業利益の確保及び営業キ

ャッシュ・フローの獲得に取り組んでまいります。  

  

２．管理体制の強化  

 当社は、事業再構築に伴い資産の精査を厳格に実施し

たこと等により当事業年度に1,261百万円の特別損失を

計上しました。これは主に投融資等が当初期待した成果

を上げることができなかったことによります。  

 当社は、投融資等の重要な意思決定プロセスを見直

し、審査機能を強化した決裁の仕組み等、適切な意思決

定や業務遂行をサポートする内部統制システムを整備・

運用してまいります。  

   

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。  
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

④ 保有有価証券の整理  

 これまで当社は、「アライアンスパートナー戦略」及

び「グループ戦略」に基づき、投資により更なる事業シ

ナジーを期待できる企業、及び事業の将来性を有望視で

きる企業に投資をして参りました。その結果、貸借対照

表における投資有価証券残高は739,161千円となってお

り、その中には減損せざるを得なかった有価証券が存在

する一方、順調に事業を展開しており、企業価値が向上

している企業の有価証券も多数存在しております。これ

らの有価証券につきましては、グループ戦略を含めた当

社中長期戦略の抜本的な見直しに伴い、今後の事業展開

のための保有の必然性を様々な角度より慎重に判断致し

ます。その判断に従い、事業進捗のために必要不可欠で

ある有価証券についてのみ厳選して保有することとし、

その他の有価証券につきましては、各会社の現況を考慮

しつつ可及的速やかに譲渡等処分を行うことで、利益及

び資金の確保に努めてまいります。  

 財務諸表は継続企業を前提として、作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。
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