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平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結） 

平成 19年 11 月 9日 

上 場 会 社 名        株式会社セキュアヴェイル              上場取引所 大証ヘラクレス 
コ ー ド 番 号         3042                                ＵＲＬ  http://www.secuavail.com        
代  表  者 （役職名）代表取締役社長   （氏名）米今 政臣 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長  （氏名）大谷 嘉夫        ＴＥＬ (06)6136－0020 
半期報告書提出予定日  平成 19年 12 月 26 日 
  

（千円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の業績（平成 19年４月１日～平成 19年９月 30日） 
(1)経営成績                               （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 千円    ％ 千円    ％ 千円    ％ 千円    ％ 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

508,256   △8.4 
555,093    65.9 

△74,285     － 
3,712 △60.3 

△73,607     － 
△21,281     － 

△77,304     － 
△23,457     － 

19 年３月期 1,259,121     － 103,245   － 78,162   － 46,089   － 
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

  円  銭  円  銭 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

△2,928 20  
△955 04  

－ －  
－ －  

19 年３月期 1,809 57  1,755 80  
 (参考) 持分法投資損益 19年９月中間期   －千円  18 年９月中間期   －千円  19年３月期   －千円 

 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 千円 千円 ％ 円  銭 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

1,004,756 
950,306 

723,269 
731,235 

72.0 
76.9 

27,396 57  
27,698 31  

19 年３月期 1,105,802 800,676 72.4 30,328 66  
(参考) 自己資本   19年９月中間期 723,269千円  18 年９月中間期 731,235千円  19年３月期 800,676千円 
 
(3)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          

 

 
千円 千円 千円 千円 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

92,312 
△43,111 

△107,482 
△7,920 

－ 
411,545 

469,089 
566,495 

19 年３月期 △24,991 △108,275 411,545 484,260 

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年３月期 － － 0  00 

20 年３月期 －  

20 年３月期（予想）  － 
0  00 

 
３．20年３月期の業績予想（平成 19年４月１日～平成 20年３月 31日） 

（％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 1株当たり 

当期純利益 
 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％  円 銭 

通 期 1,500,000 19.1  105,000  1.7  105,000 34.3  62,000 34.5  2,348 48  
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４．その他 
(1) 中間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 
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、19ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 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) 19 年９月中間期 26,400 株 18年９月中間期 26,400 株 19 年３月期 26,400株 
②期末自己株式数          19年９月中間期  － 株 18年９月中間期  － 株 19年３月期  － 株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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） 

 業績予想につきましては、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、実際の業績は、今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提になる仮定及び業績の

予想に関する注意事項につきましては、3 ページ｢1.経営成績(1)経営成績に関する分析｣を参照してく

ださい。 
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１．経営成績 

 (1) 経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料の高騰、アメリカ経済の失速懸念な

どがありましたが、好調な企業業績を背景とした設備投資は拡大が続き、個人消費は弱いものの雇用環境

が改善したため、景気は緩やかな拡大を続けてまいりました。 

情報セキュリティ業界では、依然としてコンピュータウィルスやハッカーの不正侵入の被害や情報共有

ソフトウェア等による情報漏洩事件などが多数発生し、また、上場企業を中心とした日本版ＳＯＸ法対策

の強化の動きも活発化しており、ネットワーク・セキュリティへの需要は増加しております。 

そのような状況のもと、当社は、マネージド・セキュリティ・サポート・プロバイダー事業(以下｢ＭＳ

ＳＰ事業｣という。)では、通信事業者及びインターネットサービスを提供する企業並びにパートナー企業

との連携をさらに深め、引き続きサービス提供顧客獲得に向け営業活動を行ってまいりました。さらに、

今期初めから新規営業部隊を投入して、主に大手企業等をターゲットとした直接取引獲得活動を平行して

行い、今中間期末時点で下半期の業績に繋がるサービス提供顧客の見込み案件を多数獲得するに至りまし

たが、営業リソースの不足からセキュリティ製品受注フォローが手薄となる課題を残しました。以上のよ

うな結果、ネットワーク・セキュリティ運用・監視及びヘルプデスクの定常提供型サービスの売上高は、

前年同期比 48.8％増の高い伸びとなりましたが、セキュリティ製品販売の売上高は、企業への製品浸透が

進んでいることを考慮し前年度とほぼ横ばいの計画としていたものの前年同期比 27.4％減となり、この部

門の売上高は 467,939 千円（前年同期比 10.6%減）と前年の実績を下回る結果となりました。 

ログ・アナリシス・プロバイダー事業（以下「ＬＡＰ事業」という。）では、ネットワーク・システム等

の使用履歴（以下「ログ」という。）の収集・分析サービスにおいて顧客獲得が進み前年同期比13.9％増と

なりましたが、自社開発の日本版ＳＯＸ法に対応できるログ分析システムの販売は、予想よりも普及時期

が遅れており、また、新バージョン LogStare Tetra の発売が８月にずれ込み業績への寄与が軽微となっ

たこともあり、売上高は40,316千円(前年同期比28.4%増)となりました。 

以上のような結果、当中間会計期間の業績は売上高508,256千円(前年同期比8.4%減)、利益につきまして

は、売上獲得規模が計画から縮小したため、当中間会計期間における新規事業への先行投資額を吸収でき

ず、営業損失74,285千円、経常損失73,607千円、中間純損失77,304千円となりました。 

なお、ソフトウェアに係る償却費として4,400千円を特別損失に計上しております。 

 

②通期の見通し 

下半期の見通しにつきましては、依然として情報セキュリティの重要性は強く認識されておりますので、

これに対する企業投資は引き続き増加するものと思われます。これに対して当社は、ネットワークセキュ

リティサポートを戦略の核としながらも、当社独自のログ収集・分析、データ保管、データ交換、データ

保護、セキュリティ監査などのセキュリティサービスを複合させた営業展開を行うと共に、上半期には多

くは獲得できなかった大規模案件及び直接取引案件の獲得に注力し、売上高の増加に努め、目標とする利

益を確保する所存でございます。 

さらにＭＳＳＰ事業におきましては、営業社員の増強を図りパートナー企業との連携をさらに深め、積

極的にセキュリティシステムの導入・構築の受注を増加させてまいります。また、ネットワーク・セキュ

リティ運用・監視及びヘルプデスクサービスにおいては、自社開発監視システムのバージョンアップを行
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い、当社の得意とする高レベルで安全なサポートサービスの受注に努める所存でございます。 

ＬＡＰ事業におきましては、ログ分析システムの新バージョンとして LogStare Tetra を８月に販売開始

いたしました。旧バージョンと比較して処理容量の増加、処理能力の向上、使う側に立った機能面での使

いやすさ等優れたシステムであり、日本版ＳＯＸ法対策のみならずコンピュータセキュリティ全般につい

て有効なシステムと確信しております。当社といたしましては、全力を挙げて受注を獲得する所存でござ

います。なお、日本版ＳＯＸ法対応としてのログ分析システム受注につきましては、予想よりも普及時期

が遅れておりましたが、今上半期８月頃から問い合わせや引き合いが増加しており、下半期での受注に結

びつけるべく努力いたす所存です。 

また先行投資しております新規事業につきましても、画像保管・アルバム製本サービスの「しゃし～ん

（ShaSeen）」サービスをはじめその他のサービスも随時開始し、利益貢献するよう努力いたす所存でござ

います。 

平成 20年 3月期の業績見通しは次のとおりです。 

（通期予想）        （前期比） 

売上高     1,500 百万円（19.1%増） 

経常利益     105 百万円（34.3%増） 

当期純利益     62 百万円（34.5%増） 

 

 (2) 財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当中間期末における流動資産は 728,170 千円（前期末比 197,191 千円減）となりました。減少の主な要

因は現金及び預金が 15,170 千円、売掛金が 207,688 千円減少したためで、棚卸資産は 14,792 千円、前渡

金は 6,764 千円の増加となりました。 

固定資産は 276,586 千円（前期末比 96,146 千円増）となりました。増加の主な要因は、建物 30,122 千

円、工具、器具及び備品 5,169 千円、ソフトウェア 27,197 千円及びソフトウェア仮勘定 33,471 千円が増

加したためです。 

以上により資産合計は、1,004,756 千円（前期末比 101,045 千円減）となりました。 

（負債） 

負債合計は、281,487 千円（前期末比 23,638 千円減）となりました。減少の主な要因は、買掛金 40,628

千円の減少で、未払金は 13,082 千円、賞与引当金は 6,457 千円の増加となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、723,269 千円（前期末比 77,406 千円減）となりました。減少の主な要因は、利益剰余金

が 77,304 千円減少したためです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前期末に比べ 15,170 千円減少し、当

中間期末には 469,089 千円となりました。 

（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、92,312千円となりました。これは主に売上債権の減少207,688千円に対

し、仕入債務の減少が40,628千円と税引前中間純損失が80,013千円となったことによるものあります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は107,482千円となりました。これは主に有形固定資産の取得43,298千円、

無形固定資産の取得64,174千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の資金の動きはありませんでした。 

 

 当中間期のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 
 

平成 17年 3月期 平成 18年 3月期 平成 19年 3月期 
平成 19年 9月 

中間期 

自己資本比率（％） 52.3 52.2 72.4 72.0 

時価ベースの自己資本比率

（％） － － 210.1 101.4 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 0.8 0.3 － － 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 62 250 － － 

１．指標の算出方法 

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 

２．各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

３．株式時価総額は、「期末株価終値×期末発行済株式総数」により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書に計上されているキャッシュ・フローを利用してお

ります。有利子負債は、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すべての負債を対象と

しております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。 

５．平成 17 年３月期及び平成 18 年３月期において当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は

算出しておりません。 

６．平成 19 年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスとなっており、平成 19 年９月中間期は有利子負債及

び利息の支払いがないため、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

は記載しておりません。 
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 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主尊重を経営戦略の重要課題と認識し、収益性、安全性の確保に努め、業績に基づいた配当

を実施することにより株主への利益還元に取り組んでいく方針であります。 

一方、企業体質の強化と将来の事業拡大に備えるために、一定の内部留保の充実を図ることも、株主各

位の利益確保に必要不可欠であると考えており、当面は財務体質の強化にも努める所存です。 

 

 (4) 事業等のリスク 

 ①事業内容について 

ａ．３月及び９月への売上集中について 

下半期の売上高は、上半期のそれを上回る傾向にあります。これは、当社がサービスを提供するユーザ

が法人ユーザであり、予算等の関係から顧客の情報化投資の実施が、決算月の集中する３月、９月に偏重

する傾向がある（より３月に偏重する傾向がある）ためであります。このため、これらの月の営業活動の

状況が当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

ｂ．特定の取引先への依存について 

仕入先について 

当社が提供するネットワーク・セキュリティサービスは、ソフトウェア及びハードウェア並びにソフト

ウェアをインストールしたハードウェア（以下、「ネットワーク機器」といいます。）の販売及び構築を伴

って提供しております。したがって、当社は、これらのネットワーク機器を安定的かつ安価に調達するた

めに平成 19年９月中間期仕入高の 42.7%は、株式会社アズジェントに依存しております。当社としては、

今後も引き続き同社との友好的な取引を継続していく方針ですが、こうした仕入が今後も安定的に推移す

る保証はありません。 

また、同社から購入したセキュリティ製品が顧客の要求するセキュリティ対策に速やかな機能拡張など

の対応ができない等の支障が起きた場合には、一時的に当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、これまでに主要仕入先への買掛金等の支払について問題となったことはありません。 

 
ｃ．競合について 

(ａ)自社開発ソフトウェア（「LogStare」）の機能拡張 

ＯＳベンダーや、コンピュータハードウェアベンダーの多くの企業において、当社が提供する機能を

有するソフトウェアと同様の機能を自社開発した上で、その機能を付加し、製品を強化する可能性があ

ります。もし、その機能が当社の製品と比べて高品位なものであれば、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

(ｂ)競合他社について 

当社と競合するサービスを提供している会社が、今後、当社以上に莫大な資金を投入することにより、

顧客のニーズにいち早く対応した最先端の技術を駆使して当社の提供しているサービスより優れた高

品質の競合サービスを開発する可能性があります。このような場合、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 
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ｄ．ソフトウェア開発体制における一部技術者への依存について 

ネットワーク・セキュリティ分野は比較的新しい分野のため、ソフトウェア開発の重要な部分を一部の

限られた技術者たちに依存せざるを得ません。特に、この分野における技術者は、需要に比して供給が不

足しているのが現状であり、優秀な技術者をめぐる各社の競争は激化の一途をたどっております。そのよ

うな状況の中、当社の扱っているソフトウェア開発業務の主要な役割を果たしている技術者たちが、将来

においても、当社に在籍し続けるという保証はありません。仮に、主要技術者が競合他社に移籍するよう

な事態になれば、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

ｅ．サービス内容について 

当社の既存サービスが、今後登場する他社サービスに対して技術的・価格的に優位性を保持しうる保証

はありません。当社が活動する市場は、急速な技術的進歩、顧客ニーズの変化、頻繁な新セキュリティ関

連商品の登場、業界標準の急速な進化を特徴としております。このような変化に当社が敏速に対応し得な

い場合、当社の業績に影響が生じることがあります。 

また、斬新な技術を実装した新商品の登場、或いは、新たな業界標準の登場により、当社の既存のサー

ビスが陳腐化し市場性を失うことがあり得ます。当社は技術の進化を継続的に観察し、セキュリティ関連

商品と市場の変容の兆しを捉え、他社に先んじて変化をむしろ商機として捉えることに鋭意注力していま

すが、かかる努力が常に結実しうるとの保証はありません。 

 

ｆ．システム障害について 

当社のサービスは、コンピュータシステムと通信ネットワークに大きく依存しております。したがって、

当社のサービスは、システム障害、自然災害、停電等の予期せぬ事由により、提供を停止せざるを得ない

状況が起こる可能性があります。 

当社では、想定される障害に備え、自家発電装備を備え、耐震性、漏水防止性、防火性等に優れたイン

テリジェントビルでのサービス提供及び技術的対応を講じている他、24 時間体制で監視体制を敷いてお

りますが、万一かかる事態が発生した場合には、当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 
 ②事業体制について 

ａ．経営者への依存について 

当社の代表取締役社長である米今政臣は、当社の筆頭株主であるとともに、当社の企業運営全般に渡り

大きく関与しております。当社では、取締役会や重要会議等における役員間の意思疎通等を通じて、経営

リスクの軽減に努めておりますが、米今政臣が当社を離れるような事態が生じた場合、当社の企業運営に

大きな影響を与える可能性があります。 

 

ｂ．小規模組織について 

当社は平成 19年９月 30 日現在、役員８名、従業員 60名と会社規模が小さく、内部管理体制もこのよ

うな規模に応じたものとなっております。当社は、営業本部、技術本部、管理本部の３本部制を敷いてお

りますが、いずれも現在の人員数は必ずしも十分とは言えず、今後の事業拡大に備え、先行投資的な人員

の拡充が重要であると考えています。 
しかし、当社が必要とする人材を必要数、適時に確保するのは容易ではなく、適切かつ十分な人的・組
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織的対応ができなくなるおそれがあります。 

 

ｃ．情報管理体制について 

当社は、2004 年６月 11日に財団法人日本品質保証機構から ISMS（Ver.2）の認証を受け、2007 年６月

11日に ISO27001 の認証も受けており、当社の顧客、役員及び従業員の個人情報をも含めた社内の情報管

理には十分な注意を払っております。具体的には、社内システムは複数のファイアウォール、アンチウィ

ルスシステム、メールチェックシステムにより保護され、セキュリティの信頼性を高めております。また、

主要サーバは複数台で稼動させる方式をとっており、無停電かつ厳重に管理されたサーバールームに設置

され、事故、障害時に迅速に回復できるよう運用しております。 

また、ユーザ保守データは、社内ネットワークへのパスワードのみならず、それぞれのサーバデータへ

のアクセスも制限されており、社外からのサーバへのアクセスも暗号化されたシステム構成となっており

ます。 

さらに、当社は、全ての役員、従業員との間において入社時および退職時に機密保持に係る「秘密保持

契約書」を個別に締結するなど、情報の漏洩の未然防止に努めております。 

しかしながら、このような対策を以ってしても個人情報を含むそれらの重要情報にかかる社外漏洩を防

止できず、当該情報漏洩に起因して第三者に何らかの損害が発生した場合には、当社が損害賠償請求を受

ける可能性があります。また、当社の信用を失墜し、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 
 

２．企業集団の状況 

該当事項はありません。 
 

３．経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「創造・挑戦・信頼」を社是に、「貢献」を経営理念とし、お客様のネットワークシステムを安

全に運用していただくためのサポートサービスを提供することを事業目的として、セキュリティシステム

の設計・構築から、運用支援、ログ分析まで、セキュリティサポートサービスをあらゆる段階において総

合的に提供しております。 

 (2) 目標とする経営指標 

情報セキュリティ市場は、成長が著しいため業界の平均的な成長率を上回る収益の拡大が重要であると

認識しておりますが、特に、事業展開に際して重視しております経営指標は、営業利益率であります。成

長途上にある当社は、売上高の拡大に注力するとともに、原価低減並びに経費削減の徹底を図ることによ

り営業利益率の向上を目指してまいります。 
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 (3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、今後ますます重要度が増す情報セキュリティ分野において、安全で役に立つサービスを通じて

社会に貢献していくために、より一層のサービスの品質及び提供する技術レベルの向上を実現し、常に信

頼に応えられるネットワーク・セキュリティ企業として成長を目指してまいります。 

＜成長戦略＞ 

当社は、定常的にサービス提供を行う顧客を獲得することにより、安定した収益を確保することを事業

モデルの根幹としております。そのために、情報セキュリティ分野において、常に新しい技術を研究かつ

追究し、顧客のネットワーク・セキュリティ・システムに対し、常に最新で最適なセキュリティサポート

サービスを提供し続けることに今後とも注力してまいります。 

また、ネットワーク・セキュリティへのニーズが多様化してきており、このことは、セキュリティ製品

及びサービスも多様化への対応を求められることとなり、同時に当社が提供するサービスへのニーズも拡

大・多様化するものと予測しております。 

当社はこれらに対処するため、次の戦略に取り組みます。 

 

① 既存事業 

ａ．受注獲得戦略 

・既存パートナーとの連携をさらに深め、多様な顧客ニーズへの対応を充実させる。 

・中小規模企業向けサービスメニューの開発及び充実を図り、中小規模企業を特色とするパートナー

の開拓を行い事業の拡大を図る。 

・直接取引顧客獲得活動を継続させ経営の安定化を図る。 

ｂ．既存サービスの充実 

・自社開発のセキュリティ監視システムのバージョンアップを行い、ローコストでのサービス提供を

維持するとともに、今後の顧客増への対応及び運用監視サービスレベル向上を継続させます。 

・多様なネットワーク・セキュリティへのニーズ及び進化の続くセキュリティ機器への迅速で的確な

対応を図り、サービスメニューの充実をさらに図る。 

② 新規事業 

当社は、今上半期に開設したセキュア・デリゲーション・センター（以下「ＳＤＣ」という。）を本格

稼動させ以下の事業に取り組んでまいります。 

ａ．「セキュリティ・サーズ・カンパニー」を目指してまいります。 

セキュリティレベルの高いＳＤＣの構築が完了したことにより、当社は、それをプラットフォームと

して、当社の永年培ってきたセキュリティ技術を付加することによって、様々なサービスを安全で快

適に連携することができる機能を持つこととなりました。これにより、従来単体でＡＳＰ提供してい

た既存サービスであるセキュリティ運用･監視サービス、ログ収集・分析サービス等もそれぞれが連

携して提供できることとなり、これに自社あるいは提供企業との協業によりサーズ（SaaS）（*）型

コンテンツサービスを順次開発、事業化し加えることによって業績の向上を図ってまいります。 

ｂ．サーズ型コンテンツサービスとして、「しゃし～ん」サービス（画像保管・印刷サービス）を立ち上

げ収益化を図るとともに、事業譲受で取得したデータセキュリティ機能を活かしたサービスの構築な

ど順次事業化を図ってまいります。 

ｃ．当社の強みである有人によるネットワークセキュリティの24時間運用・監視体制を活かし、ネット
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ワーク機器をセンターにお預かりして、インターネットを使った遠隔サポートではできなかったより

きめの細かいサポートサービスを行ってまいります。 

ｄ．様々な種類のログに対応した収集及び分析サービスの提供及びシステム販売に加えて、高いセキュリ

ティ機能を活かした客観性及び証跡性の高いログの保管サービスを付加し、日本版ＳＯＸ法に対応し

た内部統制の体制構築に不可欠となるログ管理をサポートできるサービスの提供を行ってまいりま

す。 

 

＊サーズ（SaaS）  Software as a Service の略。ソフトウェアをサービスとして提供するソフトウェア

販売の新しい形である。具体的には、従来の「ライセンシング」という形でパッケー

ジソフトを販売し収入を得るのではなく、ソフトウェア機能をインターネットを通じ

て「サービス」として提供し、月額使用料というような形で収入を得る事業モデルを

いう。 

 

 (4)会社の対処すべき課題 

① 営業体制の活性化 

ａ．当事業年度までに構築した大阪・東京の２拠点体制を、人員の増強及び教育・研修による営業社

員のスキルアップを図りさらに強化するとともに、新規事業の開発から既存サービスの拡充を担

当する営業推進機能を強化する。 

ｂ．パートナーの拡大と既存顧客の深耕を確実に実行する。 

ｃ．エンドユーザとの直取引比率の向上を図る。 

② 開発基盤の拡充 
ａ．優秀な開発技術者の確保を引き続き推し進め、システム開発体制をさらに強化する。 
ｂ．国内外の開発パートナーとの関係強化を図り協力体制を構築する。 

③ 営業・技術の生産性向上 
ａ．サービスの標準化をより進め品質を向上させるとともに、工数を圧縮し低コスト体制を維持する。 
ｂ．人材育成システムをより強固なものとし、社員の能力レベルを上げ生産性を向上させる。 

④ 管理体制の強化 
ａ．内部統制システムの整備・運用を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを充実強化する。 
ｂ．管理会計をより細分化して、予算実績管理の精度を高め数値の管理を徹底する。  
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４．中間財務諸表 

(1)中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成 18年９月 30日） 

当中間会計期間末 

（平成 19年９月 30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19年３月 31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金     566,495     469,089     484,260   

２ 売掛金     208,692     181,317     389,006   

３ たな卸資産     66,053     31,793     17,001   

４ その他     17,783     45,969     35,094   

流動資産合計     859,024 90.4   728,170 72.5   925,362 83.7 

Ⅱ 固定資産                     

(1）有形固定資産                     

１ 建物   12,362     42,772     12,362     

減価償却累計額   4,975 7,386   5,845 36,927   5,557 6,805   

２ 車両運搬具   2,735     2,735     2,735     

減価償却累計額   1,108 1,627   1,627 1,108   1,417 1,318   

３ 工具、器具及び備品   21,821     44,739     34,207     

減価償却累計額   9,294 12,526   18,365 26,373   13,003 21,204   

４ 建設仮勘定     －     －      952   

有形固定資産合計     21,541 2.3   64,409 6.4  30,280 2.7 

(2）無形固定資産                     

１ ソフトウェア     37,927     63,276     36,078   

２ 電話加入権     241     241     241   

３ ソフトウェア仮勘定     －     69,705     36,233   

無形固定資産合計     38,168 4.0   133,223 13.2   72,553 6.6 

(3）投資その他の資産                     

１ 投資有価証券     －     29,382     29,675   

２ 差入保証金     29,376     45,366     45,356   

３ その他   2,196   4,205   2,574  

投資その他の資産合計     31,572 3.3   78,954 7.9   77,606 7.0 

固定資産合計     91,282 9.6   276,586 27.5   180,440 16.3 

資産合計     950,306 100.0   1,004,756 100.0   1,105,802 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成 18年９月 30日） 

当中間会計期間末 

（平成 19年９月 30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 19年３月 31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 買掛金     147,721     148,708     189,337   

２ 前受金     29,860     57,066     51,629   

３ 賞与引当金     17,064     25,100     18,643   

４ その他 ※   24,424     50,611     45,516   

流動負債合計     219,071 23.1   281,487 28.0   305,125 27.6 

負債合計     219,071 23.1   281,487 28.0   305,125 27.6 

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     361,950 38.1   361,950 36.0   361,950 32.7 

２ 資本剰余金                     

  資本準備金   338,950     338,950     338,950     

資本剰余金合計     338,950 35.6   338,950 33.7   338,950 30.7 

３ 利益剰余金                     

  その他利益剰余金                     

繰越利益剰余金   30,335     22,578     99,882     

利益剰余金合計     30,335 3.2   22,578 2.3   99,882 9.0 

株主資本合計     731,235 76.9   723,478 72.0   800,782 72.4 

Ⅱ 評価・換算差額等            

その他有価証券評価差額金    － －  △208  △0.0  △106 △0.0 

評価・換算差額等合計   － －  △208 △0.0  △106 △0.0 

純資産合計     731,235 76.9   723,269 72.0   800,676 72.4 

負債純資産合計     950,306 100.0   1,004,756 100.0   1,105,802 100.0 
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(2)中間損益計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高     555,093 100.0   508,256 100.0   1,259,121 100.0 

Ⅱ 売上原価     410,724 74.0   400,318 78.8   860,568 68.3 

売上総利益     144,368 26.0   107,937 21.2   398,553 31.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     140,656 25.3   182,223 35.8   295,307 23.5 

営業利益又は営業損失（△）     3,712 0.7   △74,285 △14.6   103,245 8.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１   3 0.0   678 0.1   372 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２   24,997 4.5   － －   25,455 2.0 

経常利益又は経常損失（△）     △21,281 △3.8   △73,607 △14.5   78,162 6.2 

Ⅵ 特別損失 ※３   － －   6,406 1.2   － － 

税引前中間純損失（△） 

又は税引前当期純利益 
    △21,281 △3.8   △80,013 △15.7   78,162 6.2 

法人税、住民税及び事業税   519     829     31,666     

法人税等調整額   1,656 2,176 0.4 △3,538 △2,709 △0.5 406 32,073 2.5 

中間純損失（△）又は 

当期純利益 
    △23,457 △4.2   △77,304 △15.2   46,089 3.7 
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(3)中間株主資本等変動計算書 

 前中間会計期間（自平成 18年４月１日 至平成 18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 

繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本合計 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
141,025 118,025 118,025 53,793 53,793 312,843 312,843 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 220,925 220,925 220,925     441,850 441,850 

中間純損失       △23,457 △23,457 △23,457 △23,457 

中間会計期間中の変動額

合計 

（千円） 

220,925 220,925 220,925 △23,457 △23,457 418,392 418,392 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
361,950 338,950 338,950 30,335 30,335 731,235 731,235 

 



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 15 

 当中間会計期間（自平成 19年４月１日 至平成 19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
361,950 338,950 338,950 99,882 99,882 800,782 

中間会計期間中の変動額             

中間純損失       △77,304 △77,304 △77,304 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

            

中間会計期間中の変動額

合計 

（千円） 

－ － － △77,304 △77,304 △77,304 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
361,950 338,950 338,950 22,578 22,578 723,478 

 

評価・換算差額等 

 そ の 他 

有 価 証 券 

評 価 差 額 金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計    

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△106 △106 800,676    

中間会計期間中の変動額          

中間純損失      △77,304    

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

 △102  △102  △102    

中間会計期間中の変動額

合計 

（千円） 

△102 △102 △77,406    

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
△208 △208 723,269    
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成 19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
141,025 118,025 118,025 53,793 53,793 312,843 

事業年度中の変動額             

新株の発行  220,925  220,925  220,925      441,850 

当期純利益       46,089 46,089 46,089 

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） 
220,925 220,925 220,925 46,089 46,089 487,939 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
361,950 338,950 338,950 99,882 99,882 800,782 

 

評価・換算差額等 

 そ の 他 

有 価 証 券 

評 価 差 額 金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計    

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
  312,843    

事業年度中の変動額          

新株の発行      441,850    

当期純利益      46,089    

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純

額） 

 △106  △106  △106    

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△106 △106 △487,833    

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△106 △106 800,676    
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(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

区分 
注記

番号 
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         

税引前中間純損失（△）又は税引

前当期純利益 
  △21,281 △80,013 78,162 

減価償却費   10,394 16,597 21,938 

賞与引当金の増加額   4,064 6,457 5,643 

株式交付費   10,304 － 10,304 

受取利息及び受取配当金   △3 △547 △322 

支払利息   190 － 539 

固定資産除却損  － 1,884 － 

投資有価証券評価損  － 120 － 

ソフトウェア償却費  － 4,400 － 

売上債権の増減額（△増加額）   54,386 207,688 △125,926 

たな卸資産の増加額   △51,118 △14,792 △2,066 

仕入債務の増減額（△減少額）   14,513 △40,628 56,129 

前受金の増減額（△減少額）   △1,906 5,437 19,862 

その他   △7,016 △11,135 △5,408 

小計   12,526 95,470 58,855 

利息及び配当金の受取額   2 547 258 

利息の支払額   △181 － △638 

法人税等の還付額   － 258 － 

法人税等の支払額  △55,459 △3,963 △83,465 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △43,111 92,312 △24,991 

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   △5,362 △43,298 △18,700 

無形固定資産の取得による支出   △338 △64,174 △41,540 

投資有価証券の取得による支出  － － △29,854 

差入保証金の差入による支出   △2,320 △50 △18,740 

差入保証金の返還による収入   100 40 560 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △7,920 △107,482 △108,275 
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前中間会計期間 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日）

当中間会計期間 

（自 平成 19年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入れによる収入   100,000 － 400,000 

短期借入金の返済による支出   △100,000 － △400,000 

社債の償還による支出  △20,000 － △20,000 

株式の発行による収入  431,545 － 431,545 

財務活動によるキャッシュ・フロー   411,545 － 411,545 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少

額） 
  360,513 △15,170 278,279 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   205,981 484,260 205,981 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

  （期末）残高 
※ 566,495 469,089 484,260 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 

－ 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用

しております。 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

 時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

  原材料 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

  仕掛業務 

個別法による原価法を採用し

ております。 

仕掛業務 

同左 

仕掛業務 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～18 年 

車両運搬具  ６年 

工具、器具及び備品 

４～15 年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

平成 19 年３月 31 日以前に

取得したもの 

旧定率法を採用しておりま

す。 

平成 19 年４月１日以降に

取得したもの 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～18 年 

車両運搬具  ６年 

工具、器具及び備品 

４～15 年 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、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、改正後

の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     ５～18 年 

車両運搬具  ６年 

工具、器具及び備品 

４～15 年 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

  (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（３～５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。また、市場販売目的の

ソフトウェアについては、見

込販売数量に基づく償却額と

残存有効期間（３年以内）に

基づく均等配分額とを比較

し、いずれか大きい金額を計

上しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

 

(2）無形固定資産 

同左 

  

 (3）長期前払費用 

－ 

  

(3）長期前払費用 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

  

３．繰延資産の処理方法 － － 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しており

ます。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上す

ることとしております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち

当期負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の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

す。 

同左 同左 

  

６．中間キャッシュ・フロー計算

書（キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左  

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 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） 

 当中間会計期間より、「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

基準第５号 平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

731,235千円であります。なお、中間財務諸表

等規則の改正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により作成して

おります。 

  

  

  

──── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当事業年度から、「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800,676千円であります。 
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追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（スプレッド方式による新株発行） 

 平成 18 年６月 26 日に実施した有償一般募

集による新株式発行（2,500 株）は、引受証券

会社が引受価額（156,400 円）で買取引受を行

い、当該引受価額とは異なる発行価格

（170,000 円）で、一般投資家に販売する「ス

プレッド方式」によっております。「スプレッ

ド方式」では、発行価格と引受価額との差額

の総額 34,000 千円が事実上の引受手数料であ

り、この差額は、引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する従来の方式であれ

ば、新株発行費として処理されていたもので

あります。 

 このため、従来の方式によった場合に比べ、

資本金および資本準備金の合計額と株式交付

費がそれぞれ 34,000 千円少なく計上され、ま

た、経常利益および税引前当期純利益はそれ

ぞれ同額多く計上されております 

（「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関

する実務上の取扱い」） 

 従来、一部の商品売上については売上高と

売上原価を総額表示しておりましたが、当事

業年度より、「ソフトウェア取引の収益の会

計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成 18 年３月 30 日 実務対応

報告第 17号）における収益の総額表示に関す

る会計上の考え方に基づき、売上高と売上原

価を相殺する純額処理へ変更しております。 

 この結果、「売上高」及び「売上原価」はそ

れぞれ 15,498 千円減少しましたが、売上総利

益に与える影響はありません。 

（スプレッド方式による新株発行） 

 平成 18 年６月 26 日に実施した有償一般募

集による新株式発行（2,500 株）は、引受証券

会社が引受価額（156,400 円）で買取引受を行

い、当該引受価額とは異なる発行価格

（170,000 円）で、一般投資家に販売する「ス

プレッド方式」によっております。「スプレッ

ド方式」では、発行価格と引受価額との差額

の総額 34,000 千円が事実上の引受手数料であ

り、この差額は、引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する従来の方式であれ

ば、新株発行費として処理されていたもので

あります。 

 このため、従来の方式によった場合に比べ、

資本金および資本準備金の合計額と株式交付

費がそれぞれ 34,000 千円少なく計上され、ま

た、経常利益および税引前当期純利益はそれ

ぞれ同額多く計上されております 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 18年９月 30日） 

当中間会計期間末 

（平成 19年９月 30日） 

前事業年度末 

（平成 19年３月 31日） 

※ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債その他に含めて表示してお

ります。 

※ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産その他に含めて表示してお

ります。 

  

── 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3 千円 受取利息 539 千円 受取利息 319 千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

社債利息 108 千円

支払利息 81 千円

株式交付費 10,304 千円

上場準備費用 14,502 千円 

── 社債利息 108 千円

支払利息 539 千円

株式交付費 10,304 千円

上場準備費用 14,502 千円 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
── 

建物除却損 1,884 千円

投資有価証券評価損 120 千円

ソフトウェア償却費（注） 4,400 千円

（注）見込販売数量の減少による経済価

値の減少について、一時の損失と

して処理を行ったものでありま

す。 

── 

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,087 千円

無形固定資産 6,956 千円 

有形固定資産 7,284 千円

無形固定資産 9,184 千円 

有形固定資産 7,686 千円

無形固定資産 13,772 千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（数） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 19,535 6,865 － 26,400 

（注）普通株式の発行済株式数の増加6,865株は、公募増資による増加 2,500株、新株引受権の行使による増加2,000

株、新株予約権の権利行使による増加 2,365株であります。 

 

 ２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 ３．新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

当中間会計期間末 

残高（千円） 

 第１回新株予約権 普通株式 2,645 － 2,130 515 － 

提出会社 第２回新株予約権 普通株式 395 － 245 150 － 

 第３回新株予約権 普通株式 250 － 10 240 － 

合計 3,290 － 2,385 905 － 

（注）１．目的となる株式の数は、権利可能行使数を記載しております。 

２．目的となる株式の数の変動事由の概要 

第１回新株予約権の減少のうち 2,125 株は権利行使によるものであり、５株は退職に伴う失権によるも

のであります。 

第２回新株予約権の減少のうち 240 株は権利行使によるものであり、５株は退職に伴う失権によるもの

であります。 

第３回新株予約権の減少は退職に伴う失権によるものであります。 

３．第３回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

 ４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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 当中間会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９月 30日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（数） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 26,400 － － 26,400 

 

 ２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 ３．新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

当中間会計期間末 

残高（千円） 

 第１回新株予約権 普通株式 515 － － 515 － 

提出会社 第２回新株予約権 普通株式 150 － 45 105 － 

 第３回新株予約権 普通株式 240 － 35 205 － 

合計 905 － 80 825 － 

（注）１．目的となる株式の数は、権利可能行使数を記載しております。 

２．目的となる株式の数の変動事由の概要 

第２回及び第３回新株予約権の減少は退職に伴う失権によるものであります。 

 ４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月31日） 

 １．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（数） 

当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 19,535 6,865 － 26,400 

（注）普通株式の発行済株式数の増加6,865株は、公募増資による増加 2,500株、新株引受権の行使による増加2,000

株、新株予約権の権利行使による増加 2,365株であります。 

 ２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 ３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 ４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成 18年９月 30日現在）

（千円）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成 19年９月 30日現在）

（千円）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成 19年３月 31日現在）

（千円）

現金及び預金 566,495 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 566,495  

現金及び預金 469,089 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 469,089  

現金及び預金 484,260 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 484,260  
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（リース取引関係） 

 

前中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１.リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
 取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間期末
残高相当
額 

（千円） 

工具、器具

及び備品 
12,540 522 12,017 

合計 12,540 522 12,017 
 

 
 取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間期末
残高相当
額 

（千円） 

建物 21,475 1,073 20,402 

工具、器具

及び備品 
101,208 12,950 88,257 

（無形固定

資産） 

その他 

1,674 34 1,639 

合計 124,357 14,059 110,298 
 

 
 取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 

（千円） 

工具、器具

及び備品 
12,540 2,090 10,450 

合計 12,540 2,090 10,450 
 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 

   １年以内       2,967 千円 

   １年超        9,048 千円 

    合計       12,016 千円 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 

   １年以内       24,367 千円 

   １年超        87,059 千円 

    合計       111,426 千円 

 (2)未経過リース料期末残高相当額 

   １年以内       3,024 千円 

   １年超        7,522 千円 

    合計       10,546 千円 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

    支払リース料     562 千円 

    減価償却費相当額   522 千円 

    支払利息相当額     38 千円 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

    支払リース料     11,961 千円 

    減価償却費相当額   10,804 千円 

    支払利息相当額    2,071 千円 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

    支払リース料    2,249 千円 

    減価償却費相当額  2,090 千円 

    支払利息相当額    256 千円 

 (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

    ・リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっており

ます。 

   利息相当額の算定方法 

    ・リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法は、利息法によっ

ております。 

 (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

   利息相当額の算定方法 

同左 

 (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

   利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成 18年９月 30日） 

 当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 当中間会計期間末（平成 19年９月 30日） 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,133 782 △351 

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。当中間会計期間において、その他有価証券で時価の

ある株式について 120千円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得価額に比べ 50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

 ２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 
28,600 

 

 前事業年度末（平成 19年３月 31日） 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 1,254 1,076 △178 

 

 ２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

28,600 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成 18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成 19年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成 19年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９月 30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
取締役     １名 

従業員     ２名 

取締役    １名 

従業員    10 名 

取締役    ３名 

従業員    20 名 

株式の種類及び付与数 普通株式     515 株 普通株式     150 株 普通株式     240 株 

付与日 平成 14年７月１日 平成 15年 12 月 29日 平成 18年２月８日 

権利確定条件 

本新株予約権の割当を受

けた者は、権利行使時に

おいて、当社の取締役、

監査役または従業員の地

位にあることを要する。

但し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合にはこ

の限りではない 

本新株予約権の割当を受

けた者は、権利行使時に

おいて、当社の取締役、

監査役または従業員の地

位にあることを要する。

但し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合にはこ

の限りではない 

本新株予約権の割当を受

けた者は、権利行使時に

おいて、当社の取締役、

または従業員の地位にあ

ることを要する。但し、

任期満了による退任、定

年退職その他正当な理由

のある場合にはこの限り

ではない 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
平成 14年７月１日より 

平成 24年６月 30日まで 

平成 15年３月 27日より 

平成 25年３月 26日まで 

平成 19年７月１日より 

平成 25年６月 30日まで 

 



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 29 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当該事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利確定全前      （株）    

 前事業年度末 － － 250 

 付与 － － － 

 失効 － － 10 

 権利確定 － － － 

 未確定残 － － 240 

権利確定後      （株）    

 前事業年度末 2,645 395 － 

 権利確定 － － － 

 権利行使 2,125 240 － 

 失効 5 5 － 

 未行使残 515 150 － 

 

② 単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

権利行使価格       （円） 10,000 40,000 45,000 

行使時平均株価      （円） 162,000 162,000 － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

 



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 30 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９月 30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

前中間会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年９月 30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 18年４月１日 至 平成 19年３月 31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 19年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 18年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 27,396 円 57銭

１株当たり中間純損失金額  2,928 円 20銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、１株当たり中間

純損失であるため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 30,328 円 66銭

１株当たり当期純利益金額 1,809 円 57銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益額 
1,755 円 80銭

 

１株当たり純資産額 27,698円 31銭

１株当たり中間純損失金額 955 円 4 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式はあります

が、１株当たり中間純損失のため記載して

おりません。 

 また、当社は平成 18 年２月 28 日付で普

通株式１株に対して５株の割合で株式分割

を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定

した場合における前中間会計期間の（１株

当たり情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

 １株当たり純資産額  12,345 円 28銭 

 １株当たり中間純利益金額 278 円 40銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式はあります

が、前中間会計期間においては当社株式は

非上場であったため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

  

（注） １株当たり中間純損失又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前中間会計期間 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成 18 年９月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 19年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり中間純損失又は当期純利益

金額 
   

中間純損失（△）又は当期純利益 

（千円） 
△23,457 △77,304 46,089 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － － 

普通株式に係る中間純損失（△）又は

当期純利益（千円） 
△23,457 △77,304 46,089 

期中平均株式数（株） 24,562 26,400 25,470 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額 

（千円） 
－ － － 

普通株式増加数（株） － － 780 

（うち新株予約権） （－） （－） （780） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権（新株予

約権の数 103 個）、第２回新

株予約権（新株予約権の数 30

個）及び第３回新株予約権

（新株予約権の数 48個）。 

 

 第１回新株予約権（新株予

約権の数 103 個）、第２回新

株予約権（新株予約権の数 21

個）及び第３回新株予約権

（新株予約権の数 41個）。 

 

── 
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

５．仕入、受注及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。           （単位:千円） 

事業部門 
前中間会計期間 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

(自 平成 19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

ＭＳＳＰ事業 348,014 229,740 627,372 

Ｌ Ａ Ｐ事業 － 8,471 － 

合    計 348,014 238,211 627,372 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

(2) 受注実績 

当中間会計期間の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。           （単位:千円） 
前中間会計期間 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

(自 平成 19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 事業部門 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ＭＳＳＰ事業 601,712 182,077 621,306 313,279 1,246,057 159,912 

Ｌ Ａ Ｐ事業 44,823 37,840 84,881 60,509 60,445 15,944 

合    計 646,535 219,917 706,187 373,788 1,306,502 175,856 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。           （単位:千円） 
前中間会計期間 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成 18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 事業部門 

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 

ＭＳＳＰ事業 523,685 94.3% 467,939 92.1% 1,190,196 94.5% 

セキュリティプロダクト販売 349,150 62.9% 253,339 49.9% 738,197 58.6% 

サービス収入 174,535 31.5% 214,599 42.2% 451,998 35.9% 

セキュアシステム導入（構築）

コンサルティングサービス 56,061 10.1% 61,994 12.2% 184,061 14.6% 

監視・運用サービス 65,429 11.8% 113,534 22.3% 151,547 12.0% 

セキュリティ・ヘルプデスク

サービス 29,234 5.2% 27,359 5.4% 57,993 4.6% 

 

 

セキュリティ監査サービス 23,809 4.3% 11,711 2.3% 58,396 4.6% 

Ｌ Ａ Ｐ事業 31,406 5.7% 40,316 7.9% 68,925  5.5% 

サービス収入 31,406 5.7% 40,316 7.9% 68,925 5.5% 

LogStare導入（構築）コンサ

ルティングサービス 
1,849 0.4% 393 0.1% 17,119 1.4% 

LogStareサービス（CRS、ASP 

Lite、ASP、MSP） 
22,776 4.1% 25,956 5.1% 44,777 3.6% 

 
 

LogStareEnterprise 6,781 1.2% 13,966 2.7% 7,029 0.5% 

商品売上高 合計 349,150 62.9% 253,339 49.9% 738,197 58.6% 

サービス収入 合計 205,942 37.1% 254,916 50.1% 520,924 41.4% 

総  合  計 555,093 100.0% 508,256 100.0% 1,259,121 100.0% 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 


