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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31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 ％

21年12月期第1四半期 1,874 ― 274 ― 285 ― 152 ―

20年12月期第1四半期 1,780 6.3 292 △12.0 259 △12.5 45 △73.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 1,310.03 1,311.71
20年12月期第1四半期 386.95 386.05

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第1四半期 5,287 3,230 60.6 27,512.94
20年12月期 5,213 3,255 62.1 27,804.06

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  3,202百万円 20年12月期  3,236百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 1,600.00 1,600.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,350.00 1,350.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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

第2四半期 
連結累計期間

3,761 5.0 464 △3.6 476 1.9 250 58.0 2,152.98

通期 7,800 8.5 1,002 24.7 1,005 27.6 442 527.1 3,803.26
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4.  その他 

(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) 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  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 116,390株 20年12月期  116,390株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 116,390株 20年12月期第1四半期 116,310株

2



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の混乱により、企業収

益の悪化、個人消費の減退など、極めて厳しい状況で推移しました。

当社グループの事業分野であるインターネットサービス市場においては、インターネットの普及とともに、インター

ネットセキュリティサービスやITアウトソーシングサービスに対する需要が高まり、堅調な拡大を見込んでおります。

しかし、当社グループの事業分野での同業他社等との競争が激化し、環境は一段と厳しくなっております。

　　　このような事業環境のなか、ホスティングサービス事業においては、高いセキュリティ環境の設定や、ITコスト削

減ニーズに応えたマネージドホスティングサービスが順調に推移いたしました。また、コスト効率性について、継続

的に見直しを行いました。　

　　　セキュリティサービス事業においては、販売代理店開拓等が進み、売上が計画を上回る推移で伸長した結果、　　

１－３月期の営業黒字化を達成いたしました。

　　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結売上高は1,874,235千円、営業利益は274,121千円、経常利益

は285,219千円、当期純利益は152,474千円となりました。　

 

（単位：千円） 
平成20年

１～３月期

平成20年

４～６月期

平成20年

７～９月期

平成20年

10～12月期　

平成21年

１～３月期　

 売上高 1,780,039 1,801,383 1,726,537 1,879,494 1,874,235

 営業利益 292,520 189,525 175,434 146,701 274,121

　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　　①ホスティングサービス事業　

　　　共用ホスティングサービス・仮想専用ホスティングサービス（VPS）においては、既存サービスの機能強化を行いま

した。

　　　専用ホスティングサービス・マネージドホスティングサービスにおいては、お客さまの幅広いニーズにお応えする

ため「冗長化サービス（HAシステム）」「メールサーバー運用代行サービス」「専用サーバーExchangeサービス」な

どのサービスを提供し、サービスラインナップの拡充を図りました。

　　　また、コスト効率の見直しをすすめた結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,535,293千円、営業利益は

265,761千円となりました。

　

　　(参考：ホスティングサービス　契約件数の推移)

 
平成20年

第１四半期末 

平成20年

第２四半期末 

平成20年

第３四半期末 

平成20年

第４四半期末 

平成21年

第１四半期末　

共用ホスティング

サービス
56,918 58,072 58,318 59,076 58,182

仮想専用ホスティング

サービス（VPS）
4,410 4,487 4,632 4,612 4,719

専用ホスティング

サービス
4,025 4,111 4,122 4,198 4,361

ＯＥＭ 53,132 50,833 32,657 31,450 28,096

計 118,485 117,503 99,729 99,336 95,358
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　　(参考：ホスティングサービス　売上高推移)

（単位：千円） 
平成20年

１～３月期

平成20年

４～６月期

平成20年

７～９月期　

平成20年

10～12月期　

平成21年

１～３月期　

共用ホスティング

サービス
577,902 594,053 585,365 580,512 591,826

仮想専用ホスティング

サービス（VPS）
183,791 185,353 187,633 186,833 186,292

専用ホスティング

サービス
460,950 474,061 458,997 541,575 546,079

ＯＥＭ 255,324 245,321 233,957 217,206 194,937

その他 7,340 7,001 6,707 17,537 16,157

計 1,485,310 1,505,792 1,472,661 1,543,665 1,535,293

　　②セキュリティサービス事業

　　　2007年から世界展開している「グローバルサイン」電子認証サービスは、日本においては、販売代理店との提携を

すすめたほか、日本法人によるアジア各国（オーストラリア、ニュージランド、香港、シンガポール）向けの直接販

売を開始しました。

　　　海外においては、昨年度より取り組んできた販売代理店開拓等が進み、売上高が好調に推移しました。

　　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間のセキュリティサービスの売上高は319,937千円、営業利益は5,904千円と

なりました。

 

　　③その他サービス事業

　　　その他サービス事業においては、主としてスピード翻訳サービスを展開しております。

　　　その他事業の売上高は19,004千円、営業利益は1,900千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　   (流動資産)

　　  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,622,292千円となり、前連結会計年度末に比べ116,890

千円増加しております。主な増加要因は、現金及び預金の増加78,085千円、売掛金の増加85,144千円であります。

　   (固定資産)

　    当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,665,241千円となり、前連結会計年度末に比べ43,183千

円減少しております。主な減少要因は、長期前払費用の減少17,463千円、のれんの減少81,151千円であります。

     (流動負債)

　    当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,017,458千円となり、前連結会計年度末に比べ105,138

千円増加しております。主な増加要因は、賞与引当金23,482千円を計上したこと及び前受金の増加44,948千円であり

ます。

　   (固定負債)

　    当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、40,000千円となり、前連結会計年度末に比べ6,000千円減

少しております。主な減少要因は、長期借入金の減少6,000千円であります。

     (純資産)

　    当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、3,230,075千円となり、前連結会計年度末に比べ25,431千円

減少しております。主な減少要因は、配当金支払いによる利益剰余金の減少33,749千円であります。

 

　　  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

　    営業活動の結果得られた資金は、322,536千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益287,471千円を

計上したことに加え、減価償却費52,416千円及びのれん償却額83,151千円を計上したこと等によるものです。

　  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　    投資活動の結果支出した資金は、78,734千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出66,200千円

等によるものです。
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  　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　    財務活動の結果支出した資金は、164,630千円となりました。これは主に配当金の支払額158,630千円、長期借入金

の返済による支出6,000千円によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間において、セキュリティ事業が軌道にのるとともに、当社グループをあげて、コスト効

率の継続的な見直しにより営業利益が計画以上に推移していること、および海外子会社の税負担の軽減が見込めるこ

とから第２四半期連結累計期間の業績を上方修正いたします。

　平成21年12月期の通期連結業績予想につきましては、世界経済の状況、為替の影響等を鑑み、据え置きとさせてい

ただきます。

４．その他

(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）

  該当事項はありません。　

(2) 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

　　◎簡便な会計処理

　固定資産の減価償却費の算定において、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

(3) 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

　　◎会計処理基準に関する事項の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期

連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。ただし、リース取引開始日が平成21年１月１日以前で

ある所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用しております。

　なお、これにより損益に与える影響はありません。

　　◎表示方法の変更

　　（四半期連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「投資有価証券」に含めて表示していた非連結子会社株式を、その他有価証券と区分す

るため、当第１四半期連結会計年度より「関係会社株式」として表示しております。

　なお、前連結会計年度の「投資有価証券」に含まれる「関係会社株式」の金額は14,324千円であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,720,142 1,642,057 

売掛金 576,829 491,684 

前払費用 222,517 260,678 

繰延税金資産 19,772 14,762 

その他 88,303 101,621 

貸倒引当金 △5,273 △5,402 

流動資産合計 2,622,292 2,505,401 

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,224 6,224 

減価償却累計額 △1,470 △1,230 

建物（純額） 4,754 4,994 

工具、器具及び備品 683,774 666,360 

減価償却累計額 △431,852 △404,881 

工具、器具及び備品（純額） 251,922 261,478 

建設仮勘定 2,629  

有形固定資産合計 259,306 266,473 

無形固定資産   

ソフトウエア 870,072 796,124 

のれん 960,927 1,042,079 

その他 11,708 10,817 

無形固定資産合計 1,842,708 1,849,021 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,154 17,478 

関係会社株式 14,324  

役員及び従業員に対する長期貸付金 92,403 98,854 

長期前払費用 306,862 324,326 

敷金及び保証金 100,025 99,367 

繰延税金資産 36,645 44,180 

その他 9,811 8,721 

投資その他の資産合計 563,227 592,930 

固定資産合計 2,665,241 2,708,425 

資産合計 5,287,534 5,213,827 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 82,696 104,937 

未払金 277,291 232,053 

1年内返済予定の長期借入金 24,000 24,000 

前受金 1,354,488 1,309,540 

未払法人税等 125,918 160,114 

未払消費税等 45,472 20,520 

賞与引当金 23,482  

役員賞与引当金 8,000 2,328 

その他 76,108 58,824 

流動負債合計 2,017,458 1,912,320 

固定負債   

長期借入金 40,000 46,000 

固定負債合計 40,000 46,000 

負債合計 2,057,458 1,958,320 

純資産の部   

株主資本   

資本金 907,450 907,450 

資本剰余金 996,198 996,198 

利益剰余金 1,380,928 1,414,677 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △82,345 △82,212 

少数株主持分 27,844 19,393 

純資産合計 3,230,075 3,255,507 

負債純資産合計 5,287,534 5,213,827 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,874,235

売上原価 774,240

売上総利益 1,099,995

販売費及び一般管理費 825,874

営業利益 274,121

営業外収益  

受取利息 734

為替差益 9,233

その他 1,903

営業外収益合計 11,870

営業外費用  

支払利息 458

その他 314

営業外費用合計 772

経常利益 285,219

特別利益  

固定資産売却益 2,086

その他 166

特別利益合計 2,252

税金等調整前四半期純利益 287,471

法人税、住民税及び事業税 124,957

法人税等調整額 2,525

法人税等合計 127,483

少数株主利益 7,513

四半期純利益 152,474
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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 287,471

減価償却費 52,416

のれん償却額 83,151

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,482

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,615

受取利息及び受取配当金 △734

支払利息 458

為替差損益（△は益） △662

無形固定資産除売却損益（△は益） △2,086

売上債権の増減額（△は増加） △78,071

前払費用の増減額（△は増加） 39,642

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,983

長期前払費用償却額 20,803

仕入債務の増減額（△は減少） △28,283

未払金の増減額（△は減少） △15,813

前受金の増減額（△は減少） 40,091

未払消費税等の増減額（△は減少） 24,951

預り金の増減額（△は減少） 34,441

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,853

小計 477,825

利息及び配当金の受取額 736

利息の支払額 △460

法人税等の支払額 △155,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,536

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △17,671

無形固定資産の取得による支出 △66,200

無形固定資産の売却による収入 2,396

その他 2,741

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,734

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △6,000

配当金の支払額 △158,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,085

現金及び現金同等物の期首残高 1,602,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,680,142
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 
 

ホスティング
サービス事業
（千円）

セキュリティ
サービス事業
（千円）

 その他サー
ビス事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,535,293 319,937 19,004 1,874,235 ― 1,874,235

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2,106 11,021 291 13,419 (13,419)　 ―

計 1,537,399 330,958 19,296 1,887,655 (13,419)　 1,874,235

営業利益 265,761 5,904 1,900 273,566 555 274,121

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ホスティング

サービス事業

共用ホスティングサービス、専用ホスティングサービス、仮想専用型（VPS）ホス

ティングサービス、ECショップ構築等各種アプリケーションの販売

セキュリティ

サービス事業

SSL電子証明書等

その他　　

サービス事業

上記以外のサービス

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 
 

日本
（千円）

北米
（千円）

 欧州
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,688,846 82,358 103,030 1,874,235 ― 1,874,235

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

27,111 5,503 49,624 82,240 (82,240)　 ―

計 1,715,958 87,861 152,655 1,956,476 (82,240)　 1,874,235

営業利益又は

営業損失（△）
279,474 △11,851 △157 267,464 6,656 274,121

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米……アメリカ合衆国

欧州……英国、ベルギー国
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〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,780,039

Ⅱ　売上原価 731,736

売上総利益 1,048,302

Ⅲ　販売費及び一般管理費 755,781

営業利益 292,520

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 2,160

２　その他 392

　営業外収益合計 2,552

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 868

２　為替差損 34,911

３　その他 67

　営業外費用合計 35,847

経常利益 259,225

Ⅵ　特別損失  

１　固定資産除却損 606

２　事務所移転費用 917

３　デリバティブ契約
　　解約違約金

82,206

　特別損失合計 83,730

税金等調整前四半期純利益 175,494

税金費用 132,171

四半期純利益 45,006
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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

175,494

減価償却費 53,203

のれん償却額 51,664

貸倒引当金の減少額 △303

受取利息 △2,160

支払利息 868

為替差益 △44,965

固定資産除却損 606

デリバティブ契約解約違
約金

82,206

売上債権の増加額 △45,073

前払費用の減少額 9,292

その他流動資産の増加額 △31,304

長期前払費用の減少額 47,302

仕入債務の減少額 △15,351

未払金の増加額 34,087

前受金の増加額　 51,424

その他流動負債の増加額 11,586

役員賞与引当金の減少額 △2,300

小計 376,279

利息及び配当金の受取額 2,151

利息の支払額　 △893

法人税等の支払額　 △266,295

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

111,242
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前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　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

△14,498

無形固定資産の支出によ
る支出

△68,623

敷金・保証金の増加額 △37,883

長期貸付金の返済による
収入

7,096

子会社株式の取得による
支出

△25,569

営業譲受による支出 △500

その他投資活動による支
出

△1,090

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△141,069

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による
支出

△6,000

配当金の支払額 △191,631

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△197,631

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△3,179

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△230,637

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,345,337

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

2,114,700
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(3) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 
 

ホスティング
サービス事業
（千円）

セキュリティ
サービス事業
（千円）

 その他サー
ビス事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,485,310 275,429 19,298 1,780,039 ― 1,780,039

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2,034 11,354 3,339 16,729 (16,729) ―

計 1,487,345 286,784 22,638 1,796,768 (16,729) 1,780,039

営業費用 1,147,133 333,936 21,725 1,502,795 (15,276) 1,487,518

営業損益 340,212 (47,152) 913 293,972 (1,452) 292,520

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ホスティング

サービス事業

共用ホスティングサービス、専用ホスティングサービス、仮想専用型（VPS）ホス

ティングサービス、ECショップ構築等各種アプリケーションの販売

セキュリティ

サービス事業

SSL電子証明書等

その他　　

サービス事業

上記以外のサービス

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 
 

日本
（千円）

北米
（千円）

 欧州
（千円） 

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,636,235 65,921 77,881 1,780,039 ― 1,780,039

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

21,266 3 43,060 64,329 (64,329) ―

計 1,657,502 65,925 120,941 1,844,369 (64,329) 1,780,039

営業費用 1,286,140 81,221 184,809 1,552,170 (64,651) 1,487,518

営業損益 371,362 (15,296) (63,867) 292,198 322 292,520

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米……米国

欧州……英国、ベルギー国

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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