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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

(2) 連結財政状態

(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 ％

25年3月期第2四半期 1,351 1.8 272 △27.8 274 △27.3 166 △19.6
24年3月期第2四半期 1,328 20.4 377 14.7 377 14.6 206 8.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 166百万円 （△19.6％） 24年3月期第2四半期 206百万円 （8.8％）

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

25年3月期第2四半期 1,204.64 1,203.83
24年3月期第2四半期 1,511.97 1,503.43

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,256 3,330 75.5
24年3月期 4,101 3,212 75.5
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 3,211百万円 24年3月期 3,096百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

24年3月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
25年3月期 ― 300.00
25年3月期（予想） ― 300.00 600.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成24年10月30日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,960 9.3 720 22.7 722 27.8 434 40.2 3,146.35



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
詳細については、四半期決算短信（添付資料）３ページの「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の
適用」をご参照ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジの「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。

※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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。世界
経済・競合状況・為替・金利の変動等もかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参
照ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）
当社ホームページに掲載しております。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 141,330 株 24年3月期 139,926 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,100 株 24年3月期 3,100 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 137,996 株 24年3月期2Q 136,779 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）における当社グループを取り巻く経営環境

は、国内では堅調な個人消費や震災の復興需要等による設備投資の緩やかな持ち直しによって回復基調となりました

が、海外では欧州を中心とした世界景気懸念が依然として見られました。このため、IT市場においても比較的安定的

な成長が継続しました。 

当第２四半期連結累計期間の連結売上高は1,351,726千円（前年同期比101.8%）、売上原価は355,623千円（前年

同期比126.7%）、販売費および一般管理費は723,289千円（前年同期比108.0%）となりました。営業利益は272,813千

円（前年同期比72.2%）、経常利益は274,694千円（前年同期比72.7%）、当期純利益は166,235千円（前年同期比

80.4%）となりました。 

売上高は、公共向け市場における前期の大型案件受注の影響により、前年同期比では横ばいで推移しておりま

す。当該大型案件の影響は当期業績予想には織込み済みであり、その他の市場ならびに案件に対して組織的な拡販活

動を推進した結果、売上高、利益額ともに当期間における業績予想を上回る結果となりました。 

  

各市場の業績は次の通りです。 

  

企業向け市場 

主力商品であるWebフィルタリングソフト「i-FILTER」及び電子メールフィルタリングソフト「m-FILTER」の販売

は順調に推移しております。特に「m-FILTER」は、昨今の情報漏洩対策へのニーズの高まりを受け販売を促進した結

果、好調に伸長し、継続して引き合いが増加しております。また、企業向けを中心にクラウドサービスのニーズが

年々高まっており、「i-FILTER」ならびに「m-FILTER」のクラウドエディションも好調に推移しました。 

当第２四半期連結累計期間の連結売上高における製品別構成比は、「i-FILTER」79.9%、その他製品20.1%とな

り、「i-FILTER」以外の売上高構成比が20%を超えるまでに成長し、情報セキュリティメーカーとして順調に推移し

ております。 

この結果、企業向け市場の売上高は、684,281千円（前年同期比111.8%）となりました。 

  

公共向け市場 

前述の前期の大型案件受注の影響により前年同期比では減収となっているものの、継続して中央省庁向け及び地

域に密着した営業活動を展開した結果、官公庁や地方自治体への販売が順調に進みました。 

この結果、公共向け市場の売上高は527,283千円（前年同期比90.0%）となりました。 

  

家庭向け市場 

当期より本格的な有料サービスを開始したスマートフォン向けアプリの「i-フィルター」(iOS版ならびにAndroid

版)は、ユーザーの加入促進を図るため携帯電話会社と連携し、携帯電話会社の料金請求と一緒に利用料を支払える

方法の開始などの施策を行いました。また、携帯電話販売事業者（携帯ショップ）のチャネルを利用した販促活動を

本格始動いたしました。当該アプリのダウンロード件数は、当第２四半期単独で約８千件増加し、累計で５万８千件

を超えました。 

この結果、家庭向け市場の売上高は、140,161千円（前年同期比107.6%）となりました。 

  

 海外における活動 

米国ならびに英国の子会社にて各言語に対応したフィルタリングデータベースの収集業務を行っておりますが、

当第２四半期までに英語と欧州言語が現地類似製品の品質を超えるまでになり、順調にグローバル化の準備を推進し

ております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報   

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、売上債権の回収による現預金の増加55,335千円、ソフトウェアの開発に伴

う無形固定資産の増加97,513千円等により、前連結会計年度末に比べ155,471千円増加し、4,256,879千円となりまし

た。 

 負債は、未経過保守売上による前受金の増加35,037千円等により、前連結会計年度末に比べ37,624千円増加し、

926,174千円となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加166,235千円、新株予約権の増加2,506千円、新株発行によ

る資本金及び資本剰余金の増加31,201千円、配当による利益剰余金の減少82,095千円により、前連結会計年度末に比

べ117,847千円増加し、3,330,705千円となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 平成24年５月９日に公表しました業績予想を修正しました。 

 詳細については、本日（平成24年10月30日）公表の「第２四半期累計期間の業績予想値と実績値の差異および通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更   

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,905,305 1,960,640 

受取手形及び売掛金 724,573 716,372 

有価証券 100,714 100,744 

製品 3,593 11,168 

その他 98,090 97,450 

流動資産合計 2,832,277 2,886,378 

固定資産   

有形固定資産 149,614 141,774 

無形固定資産   

ソフトウエア 555,860 558,507 

その他 57,173 152,040 

無形固定資産合計 613,033 710,547 

投資その他の資産 506,481 518,180 

固定資産合計 1,269,129 1,370,501 

資産合計 4,101,407 4,256,879 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,643 1,942 

未払法人税等 129,145 118,379 

賞与引当金 87,298 95,985 

前受金 389,627 424,664 

その他 245,470 253,090 

流動負債合計 858,185 894,062 

固定負債   

資産除去債務 29,733 31,218 

その他 630 892 

固定負債合計 30,363 32,111 

負債合計 888,549 926,174 

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,989 713,590 

資本剰余金 684,623 700,222 

利益剰余金 1,894,540 1,978,679 

自己株式 △180,518 △180,518 

株主資本合計 3,096,634 3,211,974 

新株予約権 116,223 118,730 

純資産合計 3,212,858 3,330,705 

負債純資産合計 4,101,407 4,256,879 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,328,290 1,351,726 

売上原価 280,623 355,623 

売上総利益 1,047,667 996,102 

販売費及び一般管理費 669,867 723,289 

営業利益 377,799 272,813 

営業外収益   

受取利息 328 470 

受取手数料 131 163 

為替差益 － 675 

未払配当金除斥益 － 869 

雑収入 0 19 

営業外収益合計 460 2,198 

営業外費用   

株式交付費 81 317 

為替差損 407 － 

営業外費用合計 489 317 

経常利益 377,770 274,694 

特別利益   

新株予約権戻入益 1,349 5,177 

受取和解金 2,578 － 

特別利益合計 3,928 5,177 

特別損失   

固定資産除却損 236 508 

本社移転費用 4,000 － 

特別損失合計 4,236 508 

税金等調整前四半期純利益 377,462 279,363 

法人税等 170,656 113,128 

少数株主損益調整前四半期純利益 206,806 166,235 

四半期純利益 206,806 166,235 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 206,806 166,235 

四半期包括利益 206,806 166,235 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 206,806 166,235 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９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 377,462 279,363 

減価償却費 131,716 174,690 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,624 8,686 

受取利息 △328 △470 

新株予約権戻入益 △1,349 △5,177 

固定資産除却損 236 508 

売上債権の増減額（△は増加） △19,812 43,238 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,372 △7,575 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,772 △4,701 

未払金の増減額（△は減少） 10,683 △1,767 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △595 △262 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,867 620 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,984 9,399 

その他 21,426 5,277 

小計 505,036 501,831 

利息及び配当金の受取額 345 1,162 

法人税等の支払額 △140,018 △124,400 

営業活動によるキャッシュ・フロー 365,363 378,592 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,035 △19,243 

無形固定資産の取得による支出 △159,873 △244,406 

投資有価証券の取得による支出 △304,023 － 

子会社株式の取得による支出 △48,515 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △127,327 △9,594 

その他 － △440 

投資活動によるキャッシュ・フロー △658,774 △273,683 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 318 30,883 

配当金の支払額 △59,514 △80,426 

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,195 △49,543 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △352,606 55,365 

現金及び現金同等物の期首残高 1,538,046 1,406,020 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,185,439 1,461,385 
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 該当事項はありません。   

   

   

  新株予約権の行使による新株発行に伴い、第１四半期連結会計期間において資本金が15,601千円、資本剰余金が 

15,599千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が713,590千円、資本剰余金が700,222千円となっ

ております。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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