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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6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 ％

21年12月期第2四半期 3,789 ― 599 ― 604 ― 325 ―

20年12月期第2四半期 3,581 6.1 482 △12.8 468 △19.9 158 △48.4

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2四半期 2,800.34 2,799.28
20年12月期第2四半期 1,363.52 1,360.17

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2四半期 5,652 3,442 60.3 29,272.35
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2四半期  3,407百万円 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 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 1,750.00 1,750.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,800 8.5 1,100 36.8 1,100 39.6 580 721.7 4,982.39



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  

(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） 

詳細は、６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 

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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣
府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
２．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2四半期 116,410株 20年12月期  116,390株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  ―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2四半期 116,390株 20年12月期第2四半期 116,390株



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２四半期連結累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

益が悪化し、個人消費が減退するなど、引き続き厳しい状況で推移しました。

　　  しかし、当社グループの事業分野である、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

対する需要は、堅調に拡大すると見込まれております。但し、同業他社等との競争は、次第に激化してきております。

　    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に対するニーズや、IT

コスト削減ニーズを背景に、サーバー構築・運用保守の代行を行うマネージドホスティングサービスが順調に推移し

ました。　

　    セキュリティサービス事業においては、販売代理店の開拓等が進み、世界各国でのサービス提供や商材強化を行っ

た結果、1－６月期の営業黒字化を達成いたしました。

    　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,789,161千円、営業利益は599,111千円、経常利益は

604,495千円、四半期純利益は325,934千円となりました。　

　　  

（単位：千円） 
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　

平成21年

４～６月期　

 売上高 1,801,383 1,726,537 1,879,494 1,874,235 1,914,926

 営業利益 189,525 175,434 146,701 274,121 324,990

　　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、SaaSやクラウド展開を支援するプログ

ラムを提供するなど、サービスラインナップの拡充を図りました。

　　　また、継続的にコスト効率の見直しを進めました。

　　　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,091,909千円、営業利益は557,577千円となりました。

　　　　(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　

平成21年

第２四半期末　

共用ホスティング

サービス
58,072 58,318 59,076 58,182 58,445

仮想専用ホスティング

サービス（VPS）
4,487 4,632 4,612 4,719 4,833

専用ホスティング

サービス
4,111 4,122 4,198 4,361 4,388

ＯＥＭ 50,833 32,657 31,450 28,096 28,494

計 117,503 99,729 99,336 95,358 96,160
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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

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　

平成21年

４～６月期　

共用ホスティング

サービス
594,053 585,365 580,512 591,826 582,750

仮想専用ホスティング

サービス（VPS）
185,353 187,633 186,833 186,292 186,485

専用ホスティング

サービス
474,061 458,997 541,575 546,079 565,843

ＯＥＭ 245,321 233,957 217,206 194,937 191,970

その他 7,001 6,707 17,537 16,157 29,566

計 1,505,792 1,472,661 1,543,665 1,535,293 1,556,615

　　②セキュリティサービス事業

　　　2007年から「グローバルサイン」電子認証サービスを全世界で展開しております。

　　　日本においては、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、シンガポール等）向けの

直接販売を開始しました。また、セイコープレシジョン株式会社との電子署名とタイムスタンプでの協業、日本セー

フネット株式会社が提供する製品に対応した「PDF文書署名用証明書for Adobe CDS」サーバー版の提供など商材強化

を進めました。

　　　海外においては、販売代理店の開拓や政府系機関、大手企業等の導入が進み、売上が好調に推移しました。

　　　以上の結果、当第２四半期連結累計期間のセキュリティサービスの売上高は656,697千円、営業利益は35,978千円と

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います。

　    その他事業の売上高は40,555千円、営業利益は4,289千円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　  （流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,108,804千円となり、前連結会計年度末に比べ141,907

千円増加しております。主な増減要因は、現金及び預金の増加588,140千円、売掛金の減少66千円であります。

　  （固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,544,112千円となり、前連結会計年度末に比べ164,313

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33,489千円、のれんの減少149,378千円であります。

    （流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,175,958千円となり、前連結会計年度末に比べ263,638

千円増加しております。主な増加要因は、賞与引当金45,007千円、役員賞与引当金17,000千円を計上したこと及び

前受金の増加63,950千円並びに未払法人税等の増加122,950千円であります。

　  （固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、34,000千円となり、前連結会計年度末に比べ12,000千

円減少しております。主な減少要因は、長期借入金の減少12,000千円であります。

    （純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、3,442,958千円となり、前連結会計年度末に比べ187,450

千円増加しております。主な増加要因は、配当金支払いによる利益剰余金の減少が185,325千円あったものの、四半

期純利益325,934千円を計上したことによります。
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　　  当第２四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、925,859千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益605,264千円

を計上したことに加え、減価償却費130,016千円及びのれん償却額153,378千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、160,128千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出145,156

千円等によるものです。

  　（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、196,640千円となりました。これは主に配当金の支払額185,325千円、長期借入

金の返済による支出12,000千円によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　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に対するニーズや、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を積極的に推進し、順調に推移しました。また、コスト構造を見直し、継続的にコス

ト効率について見直しを行っています。

　　　セキュリティサービス事業においては、販売代理店の開拓等が進み、日本・海外ともに売上が好調に推移し、第２

四半期連結累計期間においても営業黒字化を達成する見込みであります。

　　　以上から、平成21年８月４日に公表したとおり、平成21年12月期の通期連結業績予想を修正しました。　　　　

　　　内容につきましては以下のとおりであります。

　なお、個別業績予想の修正はありません。

 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　

　前回発表予想(A) 7,800 1,002 1,005 442 3,803.26

　今回修正予想(B) 7,800 1,100 1,100 580 4,982.39

　増減額（B-A） 　- 98 95 138 　-

　増減率(％) 　- 9.8 9.5 31.2 　-

　(ご参考)前期実績 7,187 804 787 70 606.6
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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）

  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２四半期

連結累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。

　      ◎追加情報

　　（関係会社株式）

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２四半期連結累計期間より「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。

　　（賞与引当金）

前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払賞与として「未払金」に含めて表示しておりました

が、当第２四半期連結累計期間は支給金額が確定していないため、支給見込額を「賞与引当金」として計上し

ております。

なお、前連結会計年度においては支給各定額2,168千円を「未払金」に含めて計上しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,230,197 1,642,057

売掛金 557,790 491,684

前払費用 223,127 260,678

繰延税金資産 59,063 14,762

その他 43,786 101,621

貸倒引当金 △5,160 △5,402

流動資産合計 3,108,804 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 △1,710 △1,230

建物（純額） 4,514 4,994

工具、器具及び備品 702,966 666,360

減価償却累計額 △462,523 △404,881

工具、器具及び備品（純額） 240,442 261,478

有形固定資産合計 244,957 266,473

無形固定資産   

ソフトウエア 879,496 796,124

のれん 892,700 1,042,079

その他 11,412 10,817

無形固定資産合計 1,783,609 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 82,005 98,854

長期前払費用 290,836 324,326

敷金及び保証金 100,197 99,367

繰延税金資産 15,214 44,180

その他 9,811 8,721

投資その他の資産合計 515,545 592,930

固定資産合計 2,544,112 2,708,425

資産合計 5,652,916 5,213,827

GMOホスティング＆セキュリティ株式会社(3788)　平成 21 年 12 月期　第２四半期決算短信

7



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 86,813 104,937

未払金 207,943 232,053

1年内返済予定の長期借入金 24,000 24,000

前受金 1,373,490 1,309,540

未払法人税等 283,064 160,114

未払消費税等 46,569 20,520

賞与引当金 45,007  

役員賞与引当金 17,000 2,328

引当金 62,007 2,328

その他 92,070 58,824

流動負債合計 2,175,958 1,912,320

固定負債   

長期借入金 34,000 46,000

固定負債合計 34,000 46,000

負債合計 2,209,958 1,958,320

純資産の部   

株主資本   

資本金 907,800 907,450

資本剰余金 996,548 996,198

利益剰余金 1,554,387 1,414,677

株主資本合計 3,458,736 3,318,326

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △51,142 △82,212

評価・換算差額等合計 △51,142 △82,212

少数株主持分 35,364 19,393

純資産合計 3,442,958 3,255,507

負債純資産合計 5,652,916 5,213,827
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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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,789,161

売上原価 1,524,219

売上総利益 2,264,942

販売費及び一般管理費 1,665,830

営業利益 599,111

営業外収益  

受取利息 1,310

為替差益 1,624

還付加算金 1,479

その他 2,012

営業外収益合計 6,425

営業外費用  

支払利息 885

その他 156

営業外費用合計 1,041

経常利益 604,495

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

特別損失  

固定資産除却損 1,483

特別損失合計 1,483

税金等調整前四半期純利益 605,264

法人税、住民税及び事業税 282,831

法人税等調整額 △15,334

法人税等合計 267,496

少数株主利益 11,833

四半期純利益 325,934
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,914,926

売上原価 749,979

売上総利益 1,164,946

販売費及び一般管理費 839,956

営業利益 324,990

営業外収益  

受取利息 575

還付加算金 1,479

その他 282

営業外収益合計 2,337

営業外費用  

支払利息 426

為替差損 7,609

その他 15

営業外費用合計 8,050

経常利益 319,276

特別損失  

固定資産除却損 1,483

特別損失合計 1,483

税金等調整前四半期純利益 317,792

法人税、住民税及び事業税 157,873

法人税等調整額 △17,859

法人税等合計 140,013

少数株主利益 4,319

四半期純利益 173,459
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 605,264

減価償却費 130,016

のれん償却額 153,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） △350

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,007

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,595

受取利息 △1,310

支払利息 885

株式交付費 15

為替差損益（△は益） △568

固定資産除却損 1,483

固定資産売却損益（△は益） △2,086

売上債権の増減額（△は増加） △48,400

前払費用の増減額（△は増加） 41,957

その他の流動資産の増減額（△は増加） 60,315

長期前払費用償却額 40,797

仕入債務の増減額（△は減少） △34,902

未払金の増減額（△は減少） △33,404

前受金の増減額（△は減少） 56,832

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,048

預り金の増減額（△は減少） 31,370

その他の流動負債の増減額（△は減少） △160

小計 1,086,785

利息の受取額 1,321

利息の支払額 △886

法人税等の支払額 △161,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 925,859

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 △28,320

無形固定資産の取得による支出 △145,156

無形固定資産の売却による収入 2,396

貸付金の回収による収入 16,848

のれんの取得による支出 △4,000

その他 △1,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,128
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △12,000

株式の発行による収入 685

配当金の支払額 △185,325

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 588,140

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 2,190,197
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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２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30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
3,091,909 656,697 40,555 3,789,161 ― 3,789,161

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

5,895 22,882 448 29,226 (29,226)　 ―

計 3,097,804 679,579 41,003 3,818,387 (29,226)　 3,789,161

営業利益 557,577 35,978 4,289 597,844 1,266 599,111

　（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
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〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30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
3,395,731 178,779 214,650 3,789,161 ― 3,789,161

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

63,739 11,877 103,227 178,844 (178,844)　 ―

計 3,459,471 190,657 317,877 3,968,006 (178,844)　 3,789,161

営業利益又は

営業損失（△）
601,433 △15,706 11,127 596,854 2,256 599,111

　（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

〔海外売上高〕

　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

(1) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,581,423 100.0

Ⅱ　売上原価  1,505,339 42.0

売上総利益  2,076,083 58.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,594,036 44.5

営業利益  482,046 13.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 3,327   

２．その他 725 4,053 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,769   

２．為替差損 16,126   

３．その他 83 17,979 0.5

経常利益  468,120 13.1

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 7,782 7,782 0.2

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 606   

２．事務所移転費用 3,754   

３．デリバティブ契約解約　違
約金

82,206 86,567 2.4

税金等調整前中間純利益  389,335 10.9

法人税、住民税及び事業税 212,367   

法人税等調整額 17,789 230,156 6.5

少数株主利益  △566 △0.0

中間純利益  158,611 4.4
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 389,335

減価償却費 114,711

のれん償却額 123,795

貸倒引当金の増加額 2,407

受取利息 △3,327

支払利息 1,769

株式交付費 15

為替差益 △36,802

固定資産除却損 606

投資有価証券売却益 △7,782

デリバティブ契約解約違約金 82,206

売上債権の減少額 6,594

前払費用の減少額 16,397

その他流動資産の増加額 △45,460

長期前払費用の減少額 46,029

仕入債務の減少額 △15,553

未払金の増加額 22,017

前受金の増加額 90,470

未払消費税等の減少額 △12,287

その他流動負債の減少額 △10,227

役員賞与引当金の減少額 △2,300

小計 762,614

利息及び配当金の受取額 3,333

利息の支払額 △1,800

デリバティブ契約解約違約金の支払
額

△118,250

法人税等の支払額 △267,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,467

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 △45,737

無形固定資産の取得による支出 △327,041

投資有価証券の売却による収入 7,782

敷金・保証金の増加額 △26,461

長期貸付金の返済による収入 18,492

関係会社株式の取得による支出 △25,569

事業譲受による支出 △48,119

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 △447,745

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期期借入金の返済による支出 △12,000

株式の発行による収入 2,785

配当金の支払額 △251,779

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,994

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 37,931

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △292,341
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前中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

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中間期末残高 2,052,995
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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〕

前中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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
2,991,102 551,840 38,479 3,581,423 ― 3,581,423

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

4,088 21,696 4,943 30,728 (30,728) ―

計 2,995,191 573,537 43,422 3,612,151 (30,728) 3,581,423

営業費用 2,376,764 700,866 47,320 3,124,950 (25,574) 3,099,376

営業利益又は

営業損失（△）
618,426 △127,329 △3,897 487,200 (5,154) 482,046

　（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〕

前中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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
3,249,592 149,173 182,657 3,581,423 ― 3,581,423

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

44,259 3 92,328 136,591 (136,591) ―

計 3,293,851 149,176 274,986 3,718,014 (136,591) 3,581,423

営業費用 2,656,554 183,761 393,315 3,233,631 (134,255) 3,099,376

営業利益又は

営業損失（△）
637,297 △34,584 △118,329 484,382 (2,336) 482,046

　（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

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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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