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平成20年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
 

平成20年２月８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,Ｇ          
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     
 
 

（千円未満切捨て）  

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年12月31日） 
(1) 経営成績                              （％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（当期）純利益 

 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％ 

20年３月期第３四半期 790,780  △1.7 △97,531     － △96,625     － △105,860     － 
19年３月期第３四半期 804,367     － 19,790     － △5,279     － △9,751     － 
19年３月期 1,259,121        103,245        78,162        46,089        

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20年３月期第３四半期 △4,009  86  －  －  
19年３月期第３四半期 △387  32  －  －  
19年３月期 1,809  57  1,755  80  

（注）平成 20年３月期の潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益については、潜在株式は存在する
ものの、１株当たり第３四半期純損失であるため記載しておりません。 

 
(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 

20年３月期第３四半期 950,067  694,797  73.1  26,318  10  
19年３月期第３四半期 912,406  744,906  81.6  28,216  16  
19年３月期 1,105,802  800,676  72.4  30,328  66  

 
(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 

20年３月期第３四半期 30,677  △166,589  －  348,347  
19年３月期第３四半期 △87,273  △27,071  411,545  503,182  
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） 第３四半期末 

19年３月期第３四半期 
円   銭 

－ 

20年３月期第３四半期 － 
 
３．平成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，通期は対前期増減率） 

 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) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
   (注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 
(3) 会計監査人の関与 ： 無 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

※ 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ページの【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関
する定性的情報」を参照してください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益改善による設備投資が引き続き堅調に推移しており、

景気は全体に緩やかな回復基調にありますが、原油価格の高騰による石油関連製品の値上げや諸原材

料の値上げに加え、住宅着工戸数の減少やサブプライムローンの問題など先行き不安要素が多く、今

後の景気の動向については不透明な状況にあります。 
情報セキュリティ業界におきましては、インターネットを利用した事業者や利用者が増加するなか

で、他方ウィルスの侵入や情報漏洩などが多発しており、ますます情報セキュリティの需要は増加し

ております。 
そうした状況の中、当社は積極的にセキュリティシステムの受注に努めました。しかしながら主要

サービス部門であるネットワーク・セキュリティ運用・監視及びヘルプデスクサービスにつきまして

は前年同期比42.2％増の高い伸びとなったものの、セキュリティ製品の販売が前年同期比15.7％減と

振いませんでした。また日本版 SOX 法に対応できるログ分析システムの販売につきましても、問い
合わせや引き合いは多いものの第４四半期に販売がずれ込み、第３四半期にはあまり寄与しませんで

した。 
これらの結果、当第３四半期の売上高は790,780千円（前年同期比1.7％減）、利益につきましては新規

事業への先行投資等の費用があるため、営業損失97,531千円、経常損失 96,625千円、第３四半期純損失

105,860千円となりました。 

 

（単位：千円） 

前第３四半期 当第３四半期 前事業年度  

 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 

マネージド・セキュリティ・サポー

ト・プロバイダー事業 
755,670 93.9% 720,629 91.1% 1,190,196 94.5% 

ログ・アナリシス・プロバイダー事業  48,697 6.1%  69,361 8.8%    68,925 5.5% 

その他事業 － － 790 0.1% － － 

合      計 804,367 100.0% 790,780 100.0% 1,259,121 100.0% 

 

２．財政状態に関する定性的情報 
①当第３四半期末の財政状態 

（資産） 

当第３四半期末における流動資産は、638,816千円（前事業年度末比286,545千円の減少）となりまし

た。減少の主な要因は現金及び預金が135,912千円、売掛金が170,240千円減少したためです。 

固定資産は、311,251千円（前事業年度末比130,810千円の増加）になりました。増加の主な要因は建

物附属設備が30,410千円、ソフトウェアが115,608千円増加したためです。 

（負債） 

負債合計は、255,269千円（前事業年度末比49,856千円の減少）となりました。減少の主な要因は買

掛金が43,814千円減少したためです。 

（純資産） 

純資産合計は、694,797千円（前事業年度末比105,878千円の減少）となりました。減少の主な要因は

利益剰余金が105,860千円減少したためです。 
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②当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、30,677千円の収入となりました。

これは主に売上債権の回収170,240千円と仕入債務の支払43,814千円、税引前第３四半期純損失103,349

千円との差額によるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、166,589千円の支出となりました。これは主に事務所の設

備工事やソフトウェアの取得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」は、財務活動による資金の動きはありませんでした。 

この結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ135,912千円減少し、

348,347千円になりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
当社の業績は前期も同様でしたが、第4四半期に受注が集中し、期末月の 3月に売上が集中する傾
向があります。当期もその傾向が顕著に見られ、特に日本版 SOX 法対応用のログ分析システム 
LogStare Tetra の販売は現在、問い合わせや引き合いが非常に多いので、売上は期末月に集中するも
のと思われます。当社といたしましてはこれらの傾向、要因を踏まえまして、受注活動に注力し、売

上高の増加に努め、目標とする利益を確保したい所存でございます。よって業績予想はそのまま据え

置かせていただきます。 
 
４．その他 

最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改正に伴い、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。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期末 

（平成18年12月31日） 
当第３四半期末 

（平成19年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 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  503,182   348,347   484,260  

２ 売掛金  202,853   218,766   389,006  

３ たな卸資産  52,035   42,431   17,001  

４ その他  48,081   29,270   35,094  

流動資産合計  806,154 88.4  638,816 67.2  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 5,266 7,096  7,271 35,501  5,557 6,805  

２ 車両運搬具 2,735   2,735    2,735   

減価償却累計額 1,263 1,472  1,733 1,002  1,417 1,318  

３ 工具、器具及び備品 24,853   47,257   34,207   

減価償却累計額 10,822 14,030  21,824 25,432  13,003 21,204  

４ 建設仮勘定  －   －   952  

有形固定資産合計  22,599 2.5  61,936 6.5  30,280 2.7 

(2）無形固定資産           

１ ソフトウェア  34,443   151,687   36,078  

２ 電話加入権  241   241   241  

３ ソフトウェア仮勘定  15,374   11,734   36,233  

無形固定資産合計  50,058 5.5  163,662 17.3  72,553 6.6 

(3）投資その他の資産          

１ 投資有価証券  731   35,681   29,675  

２ 差入保証金  29,330   46,329   45,356  

３ その他  3,532   3,641   2,574  

投資その他の資産合計  33,593 3.6  85,651 9.0  77,606 7.0 

固定資産合計  106,252 11.6  311,251 32.8  180,440 16.3 

資産合計  912,406 100.0  950,067 100.0  1,105,802 100.0 
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前第３四半期末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 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  82,398   145,523   189,337  

２ 前受金  42,499   58,175   51,629  

３ 賞与引当金  10,992   13,480   18,643  

４ その他  31,610   38,091   45,516  

流動負債合計  167,500 18.4  255,269 26.8  305,125 27.6 

負債合計  167,500 18.4  255,269 26.8  305,125 27.6 

          

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金  361,950 39.7  361,950 38.1  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 37.2  338,950 35.7   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 44,041   △5,977   99,882   

利益剰余金合計  44,041 4.8  △5,977 △0.6  99,882 9.0 

株主資本合計  744,941 81.6  694,922 73.1  800,782 72.4 

Ⅱ 評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金  △35 △0.0  △124 △0.0  △106 △0.0 

評価・換算差額等合計  △35 △0.0 △124 △0.0  △106 △0.0 

純資産合計  744,906 81.6  694,797 73.1  800,676 72.4 

負債純資産合計  912,406 100.0  950,067 100.0  1,105,802 100.0 
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（2）四半期損益計算書 

 

前第３四半期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 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  804,367 100.0  790,780 100.0  1,259,121 100.0 

Ⅱ 売上原価  566,840 70.5  615,131 77.8  860,568 68.3 

売上総利益  237,527 29.5  175,649 22.2  398,553 31.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  217,736 27.0  273,181 34.5  295,307 23.5 

営業利益又は営業損失

（△） 
 19,790 2.5  △97,531 △12.3  103,245 8.2 

Ⅳ 営業外収益  178 0.0  906 0.1  372 0.0 

Ⅴ 営業外費用  25,248 3.2  － －  25,455 2.0 

経常利益又は経常損失

（△） 
 △5,279 △0.7  △96,625 △12.2  78,162 6.2 

Ⅵ 特別損失  － －  6,723 0.9  － － 

税引前第３四半期純損

失（△）又は税引前当

期純利益 

 △5,279 △0.7  △103,349 △13.1  78,162 6.2 

法人税、住民税及び事業

税 
805   1,113   31,666   

法人税等調整額 3,666 4,472 0.5 1,397 2,510 0.3 406 32,073 2.5 

第３四半期純損失（△）

又は当期純利益 
 △9,751 △1.2  △105,860 △13.4  46,089 3.7 
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

 前第３四半期（自平成18年４月１日 至平成18年12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 

第３四半期会計期間中の変

動額 
      

新株の発行（千円） 220,925 220,925 220,925   441,850 

第３四半期純損失（千円）    △9,751 △9,751 △9,751 

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額（純額）（千円） 

            

第３四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
220,925 220,925 220,925 △9,751 △9,751 432,098 

平成18年12月31日 残高

（千円） 
361,950 338,950 338,950 44,041 44,041 744,941 

 

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 

第３四半期会計期間中の変

動額 
   

新株の発行（千円）   441,850 

第３四半期純損失（千円）   △9,751 

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額（純額）（千円） 

△35 △35 △35 

第３四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
△35 △35 432,063 

平成18年12月31日 残高

（千円） 
△35 △35 744,906 
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 当第３四半期（自平成19年４月１日 至平成19年12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19年３月31日 残高

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

第３四半期会計期間中の

変動額 
           

第３四半期純損失 

（千円） 
   △105,860 △105,860 △105,860 

株主資本以外の項目の

第３四半期会計期間中

の変動額（純額）（千円） 

            

第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
   △105,860 △105,860 △105,860 

平成 19年 12月 31日 残

高（千円） 
361,950 338,950 338,950 △5,977 △5,977 694,922 

 

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 

第３四半期会計期間中の

変動額 
   

第３四半期純損失 

（千円） 
  △105,860 

株主資本以外の項目の

第３四半期会計期間中

の変動額（純額）（千円） 

 △18   △18 △18 

第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
 △18  △18 △105,878 

平成 19年 12月 31日 残

高（千円） 
△124 △124 694,797 
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 前事業年度（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（千円） 220,925 220,925 220,925     441,850 

当期純利益（千円）       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）

（千円） 

            

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（千円）   441,850 

当期純利益（千円）   46,089 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）

（千円） 

△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）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 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       

税引前第３四半期純損失（△）又は

税引前当期純利益 
△5,279 △103,349 78,162 

減価償却費 15,915 30,283 21,938 

賞与引当金の増減額（△減少額） △2,008 △5,163 5,643 

株式交付費 10,304 － 10,304 

受取利息及び受取配当金 △132 △715 △322 

支払利息 441 － 539 

固定資産除却損 － 1,884 － 

投資有価証券評価損 － 438 － 

ソフトウェア償却費 － 4,400 － 

売上債権の増減額（△増加額） 60,225 170,240 △125,926 

たな卸資産の増加額 △37,100 △25,430 △2,066 

仕入債務の増減額（△減少額） △50,809 △43,814 56,129 

前受金の増加額 10,732 6,546 19,862 

その他 △4,693 297 △5,408 

小計 △2,404 35,618 58,855 

利息及び配当金の受取額 106 715 258 

利息の支払額 △432 － △638 

法人税等の還付額 － 258 － 

法人税等の支払額 △84,542 △5,914 △83,465 

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,273 30,677 △24,991 
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前第３四半期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 △8,394 △45,815 △18,700 

無形固定資産の取得による支出 △15,712 △113,326 △41,540 

投資有価証券の取得による支出 － △6,475 △29,854 

差入保証金の差入による支出 △2,694 △1,032 △18,740 

差入保証金の返還による収入 520 60 560 

その他 △789 － － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,071 △166,589 △108,275 

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 300,000 － 400,000 

短期借入金の返済による支出 △300,000 － △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加額 297,201 △135,912 278,279 

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第３四半期末

（期末）残高 
503,182 348,347 484,260 

        


