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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

(注) 平成23年12月期の期末配当については未定です。 

  

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

(注)  通期の業績予想の開示に代えて翌四半期の業績予想を開示しております。詳細はサマリーの３枚目をご参照く

ださい。 
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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

23年12月期第２四半期 48,313 2.3 13,176 13.5 13,134 9.9 7,930 17.2

22年12月期第２四半期 47,221 0.1 11,609 △18.6 11,951 △22.7 6,766 △23.5

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

23年12月期第２四半期 59 74 59 71

22年12月期第２四半期 50 68 50 51

 (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

23年12月期第２四半期 204,234 103,293 45.6 701 74

22年12月期 206,099 106,569 47.4 732 26

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 93,147百万円 22年12月期 97,788百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年12月期 - 0 00 - 70 00 70 00

23年12月期 - 0 00

23年12月期(予想) - - -

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」をご覧ください。)

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 140,293,004株 22年12月期 140,293,004株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 8,748,135株 22年12月期 6,750,535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 132,738,752株 22年12月期２Ｑ 133,504,136株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
平成23年12月期第３四半期連結業績予想（平成23年７月１日～平成23年９月30日） 

  
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 

  当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、通期の業績予想について信頼性の高い数値

を算出することは困難であると考えております。従いまして平成23年12月期につきましては、四半期ごとに業績発表を

行い、併せて次四半期の業績見通しを公表することといたします。 

  また公表された直近の予想値に対し、売上高が10％、営業利益、経常利益もしくは四半期純利益が30％以上乖離した

修正予想値が算出された場合には、業績予想の修正を公表することといたします。 

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
当期純利益

第３四半期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

24,600 2.7 6,800 16.4 8,500 45.1 5,400 94.2 41 05

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第２四半期(平成23年4月1日～平成23年6月30日)におけるわが国経済は、自国経済のみならず世界経済

の回復を鈍化しかねない状況にあると考えられていた東日本大震災を起点に復興の一途をたどるなか推移い

たしました。当初は震災の影響により混沌としていた日本経済も、後半に進むにつれてサプライチェーンの

回復などの明るい兆しや消費者物価指数の上昇などが見え始め、今後は生産、輸出などにおいて上向きの兆

しが期待されるも、金融市場や雇用をはじめとした各種経済指標の改善にはまだ時間がかかると見えます。

 世界経済においては、米国は主要企業の決算は好調だったものの失業率や住宅市場の悪化など景気減速の

懸念を抱え、欧州は財務危機を抱えながらもドイツなどの主要国が健闘、新興諸国はインフレ懸念や金融引

き締め策による成長率の鈍化を避けられないなか推移いたしました。日本の震災及び原発問題などにおける

影響は一時的と見られるも、引き続き原油をはじめとする資源価格上昇、欧州財政問題による世界経済への

影響のため依然予断を許さない状況です。 

 情報産業については主に米国中心に主要ＩＴベンダーの決算も好調で、企業のＩＴ投資の回復や、クラウ

ドコンピューティング、多機能携帯端末の普及が追い風となり、東日本大震災による部品不足の影響や欧米

経済の回復の遅れなどの懸念材料を払拭しつつある感がありました。 

 このような環境下、当社グループの経営状況は、以下のようなものでありました。 

  

 日本地域におきましては、個人向けビジネスが大きく伸長し、企業向けビジネスにおいては全般的に本格

的なＩＴ投資の回復が見えないなか前年同四半期比プラスを維持しました。その結果、同地域の売上高は

11,296百万円（前年同四半期比13.1%増）と二けた成長となりました。 

 北米地域におきましては、現地通貨ベースにおいて企業向けビジネスが増収に転じたものの全体としては

微減であり、また円高の影響を大きく受けた結果、同地域の売上高は5,365百万円(前年同四半期比12.3%減)

となりました。 

 次に欧州地域におきましては、個人向けビジネスが伸びたものの企業向けビジネスをカバーするまでには

いたらず、同地域の売上高は微減の4,354百万円(前年同四半期比1.2％減)となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（単位：百万円）

売上高

平成23年12月期
第２四半期

平成22年12月期
第２四半期 増減率

日本 11,296 9,990 13.1%

北米地域 5,365 6,118 △12.3%

欧州地域 4,354 4,408 △1.2%

アジア・パシフィック地域 2,691 2,314 16.3%

中南米地域 624 662 △5.6%
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 アジア・パシフィック地域につきましては、オーストラリアや台湾が大きく貢献し、同地域の売上高は

2,691百万円(前年同四半期比16.3%増)と当社グループ販売地域の中で も伸長しました。 

 中南米地域につきましては、メキシコが振るわず、同地域の売上高は624百万円（前年同四半期比5.6％

減）となりました。 

  

 その結果、当第２四半期の連結売上高は24,333百万円(前年同四半期比3.6％増)となりました。 

 一方費用につきましては、人件費が増加したもののマーケティング費用等が減少し、売上原価および、販

売費及び一般管理費の合計費用は前年同四半期比1.4％減少の17,677百万円となり、当第２四半期の営業利

益は6,655百万円（前年同四半期比19.5%増）の増益となりました。また、経常利益は前年同四半期比19.7%

増加の6,874百万円となり、四半期純利益は前年同四半期比21.5%増加の3,934百万円となりました。 

  

 平成23年12月期第１四半期にかかる連結経営成績に関する定性的情報については、平成23年12月期第１四

半期決算短信（平成23年5月11日開示）をご参照ください。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び預金の残高は73,772百万円となり、前連結会計年度末に比べて

188百万円の減少となりました。 

 加えて売掛金や有価証券が大幅に減少したこと等により、当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結

会計年度末に比べ1,865百万円減少の204,234百万円となりました。 

 一方、当第２四半期連結会計期間末の負債は繰延収益が大幅に増加したこと等により、前連結会計年度末

に比べ1,411百万円増加の100,941百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は配当金の支払い並びに自己株式の取得等により、前連結会計年度

末に比べ3,276百万円減少の103,293百万円となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 当社グループを取り巻く事業環境は短期的に大きく変動する傾向にあり、通期の業績予想について信頼性

の高い数値を算出することは困難であると考えております。当社としましては、それに代わりまして四半期

の業績発表時に次四半期の業績見通しを公表することとさせていただいております。 

 なお公表された直近の予想値に対し、売上高が10％、営業利益、経常利益もしくは四半期純利益が30％以

上乖離した修正予想値が算出された場合には、業績予想の修正を公表することといたします。 

  

 平成23年12月期第３四半期業績見通し(平成23年7月１日～平成23年9月30日)  

  

 
 上記業績予想値の策定にあたって、想定しております為替レートの主要なものは下記の通りでありま

す。 

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結売上高 24,600百万円

連結営業利益 6,800百万円

連結経常利益 8,500百万円

連結純利益 5,400百万円

１米ドル  78 円

１ユーロ 110 円
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成

20年３月31日)を適用しております。これによる影響はありません。 

 ② 表示方法等の変更 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含め

ていた「未払金及び未払費用の増減額(△は減少)」は、重要性が増加したため、当第２四半期連結累

計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動による

キャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未払金及び未払費用の増減額(△は減少)」は2,001

百万円です。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 73,772 73,960

受取手形及び売掛金 20,129 22,306

有価証券 40,600 42,795

たな卸資産 435 550

繰延税金資産 18,095 18,831

その他 6,236 4,077

貸倒引当金 △252 △272

流動資産合計 159,017 162,249

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 4,544 4,551

その他（純額） 1,479 1,296

有形固定資産合計 6,024 5,848

無形固定資産   

ソフトウエア 5,908 5,926

のれん 2,499 1,520

その他 2,155 665

無形固定資産合計 10,563 8,113

投資その他の資産   

投資有価証券 15,279 17,287

関係会社株式 211 348

繰延税金資産 11,299 10,539

その他 1,838 1,711

投資その他の資産合計 28,628 29,888

固定資産合計 45,216 43,850

資産合計 204,234 206,099
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 801 724

未払金 4,652 4,939

未払費用 5,162 5,810

未払法人税等 5,614 6,124

賞与引当金 1,044 638

返品調整引当金 1,030 621

短期繰延収益 56,794 55,328

その他 2,657 2,189

流動負債合計 77,758 76,376

固定負債   

長期繰延収益 20,977 21,106

退職給付引当金 1,856 1,717

その他 349 328

固定負債合計 23,182 23,153

負債合計 100,941 99,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,386 18,386

資本剰余金 21,111 21,111

利益剰余金 90,907 92,324

自己株式 △26,489 △21,834

株主資本合計 103,915 109,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,828 △3,814

為替換算調整勘定 △7,939 △8,385

評価・換算差額等合計 △10,767 △12,200

新株予約権 10,091 8,734

少数株主持分 53 46

純資産合計 103,293 106,569

負債純資産合計 204,234 206,099
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 47,221 48,313

売上原価 8,058 8,755

売上総利益 39,163 39,557

販売費及び一般管理費 27,553 26,381

営業利益 11,609 13,176

営業外収益   

受取利息 653 764

有価証券売却益 － 827

持分法による投資利益 7 －

その他 59 85

営業外収益合計 720 1,677

営業外費用   

支払利息 1 1

有価証券売却損 － 1,451

為替差損 305 79

持分法による投資損失 － 9

その他 70 175

営業外費用合計 377 1,719

経常利益 11,951 13,134

特別利益   

有価証券償還益 － 610

返戻契約金 226 －

特別利益合計 226 610

特別損失   

有価証券評価損 202 －

訴訟関連損失 77 －

特別損失合計 280 －

税金等調整前四半期純利益 11,897 13,745

法人税等 5,131 5,814

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,931

少数株主利益 0 1

四半期純利益 6,766 7,930
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 23,493 24,333

売上原価 4,025 4,343

売上総利益 19,467 19,990

販売費及び一般管理費 13,900 13,334

営業利益 5,567 6,655

営業外収益   

受取利息 392 443

有価証券売却益 － 827

持分法による投資利益 9 12

その他 29 69

営業外収益合計 432 1,352

営業外費用   

支払利息 1 0

有価証券売却損 － 916

為替差損 195 96

その他 58 119

営業外費用合計 255 1,133

経常利益 5,744 6,874

特別損失   

訴訟関連損失 77 －

特別損失合計 77 －

税金等調整前四半期純利益 5,666 6,874

法人税等 2,428 2,939

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,935

少数株主利益 △0 0

四半期純利益 3,237 3,934
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 11,897 13,745

減価償却費 3,077 3,031

株式報酬費用 1,340 1,361

のれん償却額 249 459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △24

返品調整引当金の増減額（△は減少） 623 410

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142 136

受取利息 △653 △764

支払利息 1 1

持分法による投資損益（△は益） △7 9

有価証券償還損益（△は益） － △610

返戻契約金 △226 －

訴訟関連損失 77 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 202 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 624

売上債権の増減額（△は増加） 2,181 2,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △55 118

仕入債務の増減額（△は減少） 313 64

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） － △1,114

繰延収益の増減額（△は減少） 3,371 439

その他 711 △1,107

小計 23,261 19,406

返戻契約金受取額 226 －

利息及び配当金の受取額 532 908

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △7,388 △6,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,630 13,356

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △763 7

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △17,281 △18,427

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

21,979 23,599

有形固定資産の取得による支出 △2,130 △1,749

無形固定資産の取得による支出 △2,044 △2,420

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,080 △2,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,319 △1,401

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 0 △4,682

自己株式の処分による収入 228 21

配当金の支払額 △11,648 △8,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,420 △13,584

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,952 492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,938 △1,136

現金及び現金同等物の期首残高 58,023 64,136

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,962 62,999
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該当事項はありません。 

  

 当社グループはコンピュータウイルス対策製品の開発、販売及び関連サービスを主たる事業としてお

ります。前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)及び前第２四半期

連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日)においては、全セグメントの売上高の合

計額及び営業利益の合計額に占める上記事業の割合が、いずれも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。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

  

 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,990 6,118 4,408 2,314 662 23,493 ― 23,493

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,565 304 304 2,500 ― 6,674 (6,674) ―

計 13,555 6,423 4,712 4,815 662 30,168 (6,674) 23,493

営業利益又は営業損失(△) 6,019 △629 △155 73 250 5,559 8 5,567

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

３ 営業費用の配賦方法の変更 

 平成22年１月に締結されたコストシェアリング契約の開始に伴い、前連結会計年度まで、当社が負担し

ていたグループにおける重要な無形資産の開発及びそれに付随する費用は、当連結会計年度より各地域に

配賦される事になりました。その結果、前連結会計年度まで「消去又は全社」の項目の営業費用として取

り扱っておりました営業費用も、コストシェアリング契約の対象となり、当連結会計年度より各地域に配

賦される事になりました。なお、この契約の開始に伴う影響額の把握は困難です。
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前第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

 

 
  

日本 北米 欧州
アジア・  

パシフィック
中南米 計

消去または
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,773 12,117 9,413 4,569 1,347 47,221 ― 47,221

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,402 635 366 4,785 ― 13,189 (13,189) ―

計 27,175 12,752 9,780 9,355 1,347 60,410 (13,189) 47,221

営業利益又は営業損失(△) 12,650 △1,492 △85 △16 468 11,525 84 11,609

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

３ 営業費用の配賦方法の変更 

 平成22年１月に締結されたコストシェアリング契約の開始に伴い、前連結会計年度まで、当社が負担し

ていたグループにおける重要な無形資産の開発及びそれに付随する費用は、当連結会計年度より各地域に

配賦される事になりました。その結果、前連結会計年度まで「消去又は全社」の項目の営業費用として取

り扱っておりました営業費用も、コストシェアリング契約の対象となり、当連結会計年度より各地域に配

賦される事になりました。なお、この契約の開始に伴う影響額の把握は困難です。
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前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

  

 
  

 
  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

  

 

 
  

【海外売上高】

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 6,122 4,351 2,377 665 13,516

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 23,493

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.1 18.5 10.1 2.8 57.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ

北米 欧州 アジア・  
パシフィック

中南米 合計

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

Ⅰ 海外売上高 12,136 9,433 4,572 1,353 27,495

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 47,221

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

25.7 20.0 9.7 2.8 58.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米 … 米国・カナダ

欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

中南米 … ブラジル・メキシコ
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、意思

決定機関において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

当社の企業集団は、コンピュータウイルス対策製品の開発、販売及び関連サービスの提供を行ってお

り、国内においては当社が、海外においては北米、欧州、アジア・パシフィック、中南米のグループ会社

が各地域を担当しております。したがって当社の企業集団は、開発、販売及び関連サービスの提供を基礎

とした地域別のセグメントから構成されており、日本、北米、欧州、アジア・パシフィック、中南米の５

つを報告セグメントとしております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 

 
  

【セグメント情報】

日本 北米 欧州
アジア・   

パシフィック
中南米 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,296 5,365 4,354 2,691 624 24,333

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,343 348 364 2,667 3 5,726

計 13,639 5,714 4,719 5,358 628 30,060

セグメント利益 6,260 △265 34 356 189 6,576

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

 

 
  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び 

 当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

                                         (単位 : 百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

                                         (単位 : 百万円) 

 
  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

日本 北米 欧州
アジア・   

パシフィック
中南米 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

22,319 10,681 8,790 5,261 1,260 48,313

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,492 702 690 5,308 6 11,200

計 26,812 11,383 9,480 10,570 1,266 59,514

セグメント利益 12,055 △7 69 650 430 13,197

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

 北米 … 米国・カナダ

 欧州 … アイルランド・ドイツ・イタリア・フランス・英国

 アジア・パシフィック …
台湾・韓国・オーストラリア・中国・フィリピン・シンガポール・ 

マレーシア・タイ・インド

 中南米 … ブラジル・メキシコ

利  益 金  額

報告セグメント計 6,576

セグメント間取引消去 78

四半期連結損益計算書の営業利益 6,655

利  益 金  額

報告セグメント計 13,197

セグメント間取引消去 (21)

四半期連結損益計算書の営業利益 13,176
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

  該当事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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