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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 
定時株主総会開催予定日  平成20年6月27日 
有価証券報告書提出予定日 平成20年6月30日 
 

（千円未満切捨て） 
１．20年3月期の業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
(1)経営成績                                 （％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 

 千円    ％ 
 

千円    ％ 
 

千円    ％ 
 

千円    ％ 
 20年3月期 

19年3月期 
1,214,106  △3.6  
1,259,121   32.4  

△95,162   －   
103,245  △18.0  

△94,023   －   
78,162  △35.4  

△157,599   －   
46,089  △39.8  

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
20年3月期 
19年3月期 

△5,969 68  
1,809 57  

－ 
  1,755 80  

 

△21.8  
8.3  

△9.1  
9.2  

△7.8  
8.2  

(参考) 持分法投資損益       20年3月期    － 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 

20年3月期 
19年3月期 

952,395  
1,105,802  

643,098  
800,676  

67.5  
72.4  

24,359  79  
30,328  66  

(参考) 自己資本       20年3月期  643,098千円  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 
20年3月期 
19年3月期 

21,419   
△24,991   

△179,715   
△108,275   

－   
411,545   

325,964   
484,260   

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 
（基準日）

第１ 
四半期末 中間期末 第３ 

四半期末 期末 年間 
配当金総額 

(年間) 配当性向 純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 千円 ％ ％ 

19年3月期 
20年3月期 

 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

0  0 
0  0 

－ － － 

21年3月期 
（予想） 

－ － － － 0  0 
 

－ 
 

 
 
３．21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第 2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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 

第2四半期 
累 計 期 間 

600,000 18.1 △45,000  － △45,000  － △47,000  － △1,780 30  

通    期 1,450,000 19.4 80,000  － 80,000  － 76,000  － 2,878 78  



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年 3月期決算短信（非連結） 

2 

４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 
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、21ページ「重要な会計方針の変更」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)  20年3月期26,400株 19年3月期26,400株 
②期末自己株式数           20年3月期  － 株 19年3月期  － 株 
 (注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34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 

（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出の増加や堅調な設備投資に支えられ、景気は緩やかな回復

基調で推移しましたが、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や、原油価格や原

材料の高騰による製品価格の上昇等により、一転して景気の先行きに不透明感が増しつつあり、その

ため個人消費は本格的に回復するには至りませんでした。 

情報セキュリティ業界におきましては、コンピュータウィルスやハッカーの不正侵入、個人情報の

漏洩事件などの発生により一段と情報セキュリティの必要性が認識され、企業・個人ともにセキュリ

ティに対する意識がこれまで以上に高まっております。また、上場企業においては、2008年４月から

施行の日本版ＳＯⅩ法（以下、「J-SOX」という。）に対応するため、内部統制システムの強化、不正ア

クセス防止システムやアクセスログの蓄積及び解析システムの構築等、情報セキュリティに対する投

資意欲が旺盛な反面、企業の中にはJ-SOX対応のすう勢を見極める動きも見られます。 

このような状況の中、当社は、基幹事業であるネットワーク・セキュリティ・サポートの推進のた

め積極的な事業展開を行ってまいりました。 

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、「ＭＳＳＰ事業」という。）に

おきましては、通信事業者及びインターネットサービス事業者並びにパートナー企業との連携をさら

に深め、引き続き定常提供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、期初から新規開拓営業部隊を組織し、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、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、採用活動の不調

から営業リソース拡充が計画通り推移せず、受注フォローが手薄となりました。また、主にファイア

ウォール系のセキュリティ機器の行き渡り感が顕著となり製品売上が減少し、それに伴うセキュリテ

ィシステム構築サービス収入も減少するという結果となりました。以上の結果、セキュリティシステ

ムの運用・監視及びヘルプデスクサービスの定常提供サービスの売上高は、前年同期比41.9％増の高

い伸びとなりましたが、セキュリティ製品の売上高は、前述のとおり企業への浸透を考慮し前年度と

ほぼ横ばいの計画としていたものの前年同期比16.8％減となり、この部門の売上高は1,057,900千円

（前年同期比11.1％減）と前年の実績を下回る結果となりました。 

一方、ログ・アナリシス・プロバイダー事業（以下、「ＬＡＰ事業」という。）におきましては、自

社開発で利益率の高いJ-SOXに対応したログ（使用履歴）分析システムLogStare（ログステア）の新バ

ージョンの完成及び投入が遅れ、また、Windowsファイルサーバのアクセスログ収集分析を可能にした

最新オプションの完成及び投入も期末にずれ込んだこと等が大きく影響し、第４四半期に見込んでい

たそれらの売上が来期へのずれ込みや逸失する結果となりました。その結果、この部門の売上高は

156,206千円（前年同期比126.6％増）となりました。 

また、前述のとおりログ解析システムの最新バージョンが完成したことによる旧バージョンのソフ

トウェア及びソフトウェア資産の見直しにより資産性に乏しいと判断したソフトウェア等について特

別損失として51,567千円計上しました。 

以上のような結果、当事業年度における業績は、売上高は、1,214,106千円（前事業年度比45,014千

円の減少）となり、利益は、設備及び技術系社員の採用等に係る先行投資を吸収できず、さらに、た

な卸資産評価損等10,404千円の計上等により営業損失95,162千円（前年同期は、営業利益103,245千円）、

経常損失94,023千円（前年同期は、経常利益78,162千円）、当期純損失157,599千円（前年同期は、当

期純利益46,089千円）となりました。 

 

   第７期の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

第７期 
（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

事業部門 

受注高 前年同期比
（％） 

受注残高 前年同期比
（％） 

ＭＳＳＰ事業（千円） 1,156,917 92.8 259,719 162.4 

ＬＡＰ事業 （千円） 200,721 332.1 60,459 379.2 

合  計 （千円） 1,357,639 103.9 320,179 182.1 

 （注）１．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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販売実績を事業の部門別及び商品売上高・サービス収入の別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円）

事業部門別 
第６期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第７期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前年同期比 
（％） 

ＭＳＳＰ事業 1,190,196 1,057,900 88.9 

 セキュリティプロダクト販売 738,197 614,205 83.2 

 サービス収入 451,998 443,694 98.2 

  
セキュアシステム導入（構築）コンサルティ
ングサービス 

184,061 121,912 66.2 

  監視・運用サービス 151,547 243,217 160.5 

  セキュリティ・ヘルプデスクサービス 57,993 54,064 93.2 

  セキュリティ監査サービス 58,396 24,501 42.0 

ＬＡＰ事業 68,925 156,206 226.6 

 サービス収入 68,925 156,206 226.6 

  
LogStare導入（構築）コンサルティングサー
ビス 

17,119 24,389 142.5 

  LogStareサービス(CRS、ASP Lite、ASP、MSP) 44,777 59,865 133.7 

  LogStareソフトウェアサービス（注）２ 7,029 71,951 1023.6 

商 品 売 上 高 合 計 738,197 614,205 83.2 

サービス収入合計 520,924 599,901 115.2 

総 合 計 1,259,121 1,214,106 96.4 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 （注）２．ログ・アナリシス・プロバイダー事業の「LogStareEnterprise」については、当事業年度よりアプラ

イアンス販売をソフトウェア販売に切り替えたため、「LogStareソフトウェアサービス」に名称を変

更しております。 

 

（最近の市場の動向並びに次期の見通し） 

情報セキュリティ業界におきましては、顧客のセキュリティに対する関心の高まりから、求められ

るサービス及び技術が一段と高度化及び多様化し、より総合的なセキュリティサービスへのニーズが

高まるものと予測されます。また、内部統制上必要とされるログ収集分析への投資は、上場企業を中

心としたJ-SOX対策として依然続くものと考えられます。  

当社のサービス及びシステムがカバーすることが可能なこれらの領域への顧客ニーズを確実に獲得

するために、自社開発のログ収集分析システムLogStare（ログステア）をメイン商材とし、さらに当

期に投資が完了したデータセンター機能を有するセキュア・デリゲーション・センター（以下、「Ｓ

ＤＣ」という。）の機能をフルに活かした総合的なセキュリティ提案を積極的に行うことにより、当

期に逸した売上の獲得に加え新たな顧客獲得を通じて成長を目指してまいりたいと存じます。 

ＭＳＳＰ事業につきましては、企業の情報セキュリティへの旺盛な投資に対し、販売パートナーの

更なる拡大・強化に努め、システム導入コンサルティングサービス、システム監査サービス、監視・

運用サービスを中心に積極的に受注活動を行います。また、データセンター機能を備えたＳＤＣをフ

ルに活用し、これまで蓄積してきたネットワーク・セキュリティの運用・監視サービスのノウハウを

生かした高付加価値なサービスを24時間365日有人監視で提供し更なる売上高の増加を図ります。 

ＬＡＰ事業につきましては、J-SOX対応ツールとして有効な LogStare（ログステア）の最新バージ

ョンが期末にようやく完成いたしました。本ツールは、J-SOXの求めるIT統制実現のために不可欠で

あり、すでに米国で利用されているようにネットワークやサーバのアクセスログ、クライアント操作

ログなどの証跡管理として、財務報告にかかわるシステムの安全性を確保するうえでも重要なポイン

トとなります。国内外の他社からも J-SOX対応ツールとして同様な商品が発売され今後は販売競争が

激しくなると思われますが、当社の今まで培ってきたノウハウを生かした本ツールは、分析対象機器

数においてもカバーできる対象ログ範囲においても優位性を持つものであり、証跡管理の重要性の周

知を通じJ-SOX対応ツールの必需品として拡販に努めていく所存でございます。 

次期の業績見込みにつきましては、売上高 1,450,000千円を、利益は引き続き先行投資であるＳＤ

Ｃの減価償却費及び運用費並びに自社システムの開発費及び減価償却費がそれぞれの事業が本格化す
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るまで負担となるため、営業利益80,000千円、経常利益80,000千円を当期純利益は76,000千円を見

込んでおります。 

上記の予想は、本資料の発表日現在における経済動向や市場環境をはじめとした情報に基づき作成

したものであり、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結果となる場合があるほ

か、予想自体についても今後変更することがあります。 
 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当期末における流動資産は 686,409千円（前期末比 238,952千円減）となりました。減少の主な

要因は、設備及び技術系社員の採用等に係る先行投資で、現金及び預金が 158,296千円減少したこ

とと売上高の減少により売掛金が58,142千円減少したためです。 

固定資産は265,985千円（前期末比85,545千円増）となりました。増加の主な要因は、建物27,269

千円、ソフトウェア82,062千円によるものです。 

以上により資産合計は、952,395千円（前期末比153,407千円減）となりました。 

負債合計は、309,296千円（前期末比4,170千円増）となりました。増加の主な要因は、買掛金が

増加したことによります。 

純資産は 643,098千円（前期末比 157,578千円減）となりました。減少の主な要因は当期純損失

157,599千円による利益剰余金の減少によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当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158,296千円減少し、当期

末には325,964千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は21,419千円の取得となりました。これは主に、売上債権が減少したため

です。 

（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179,715千円となりました。これは主に有形固定資産49,333千円、

無形固定資産120,903千円の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による動きはありませんでした。 
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

自己資本比率（％） 52.3 52.2 72.4 67.5 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
－ － 210.1 92.3 

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率(年) 
79.7 31.2 － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
62 250 － － 

 

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 

（注１）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３）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全ての負債を対象としていま

す。 

なお、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。 

（注４）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。 

（注５）平成19年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスになっておりますので、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。 

（注６）平成20年３月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。 

 

（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。 

上記の方針に基づき、当事業年度の利益配当金は、無配とさせていただくことを予定しておりま

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20年３月期仕入高の29.4％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
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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、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。 
 

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、当該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、顧客のニーズの変化、

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、自家発電装置を備え耐震性、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、有人による 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

財務状況に悪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

全般にわた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20年３月31日現在、役員８名、従業員58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、開発本部、
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管理本部の４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、平成16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、さらに平成19年７月11日には、「コンピュータシステムの運用監視サービス」と「ログの

分析サービス」、それらの営業活動を対象に情報セキュリティマネジメントの国際規格である

「ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７００１」の認証を取得し、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、事業活動に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

２.企業集団の状況 
当社は、現在子会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況は記載してお

りません。 

 

３.経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「貢献」を経営理念に「創造・挑戦・信頼」を社是とし、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、ログ解析まで、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、営業利益率の向上

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。 

（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

ポートサービスの提供を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。 
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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．パートナー戦略 

・既存パートナーとの連携をさらに深め、多様なニーズを的確に捉える。 

・パートナーごとのエンドユーザー特色に応じたニーズに対応できる体制を構築する。 

・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。 

・東海地域へ積極的に進出を行うことにより、同地域のパートナーとの連携を深め収益の拡大を

図る。 

ｂ．既存サービスの充実 

・顧客増加及びサービスメニューの充実に備えるため、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さらに行いサービスレベルの向上を図る。 

・多様なネットワーク・セキュリティニーズに応えるため、マーケッティング活動を充実させ、

より顧客側に立ったサービスメニューの開発及び充実を図る。 

②新規事業戦略 

当社は、高セキュアなＳＤＣの機能を活かした以下の事業を推進してまいります。 

ａ．セキュリティレベルを高レベルで維持したデータセンター機能を提供し、より安全で快適なネ

ットワーク運用環境を提供する。 

ｂ．ログの収集及び分析サービスの提供に加えて、セキュリティ機能を活かした保管サービスを付

加し、J-SOXに対応するサービスを行う。 

ｃ．ＳＤＣの大容量ストレージ機能を活かしデータフローを押さえたインターネットを利用して提

供する新しいサービスを開発し新たなビジネスを展開する。 

（4）会社の対処すべき課題 

①営業体制の活性化 

ａ．大阪本社（東海ブランチを含む）、東京ブランチの２拠点での事業本部体制に移行し、技術本

部の配下としていた構築・監査部隊であるサービス・クリエイトグループを事業本部配下に置

くことにより、営業受注活動に深く関与することで販売力・提案力を強化する。 

ｂ．直接訪問営業の強化のために、専任部隊の組織化を継続強化し、あわせて教育体制の構築及び

営業ツールの刷新を行い、前期未成約案件の確実な成約に加え、さらなる成約件数の増加を行

い収益に反映させる。 

②開発基盤の拡充 

ａ．研究開発拠点の松山ブランチに優秀な技術者を確保し、システム開発体制を強固なものとする。 

ｂ．国内外メーカとの協力により、ＯＥＭ対応製品及びサービスを拡大する。 

③営業・技術の生産性向上 

ａ．作業の標準化をより進め、サービスの品質を向上させつつ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。 

ｃ．技術管理体制を強化し、プロジェクトの工程管理と品質管理を徹底する。 
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４．財務諸表 
 (1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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 

（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   484,260   325,964  

２．売掛金   389,006   330,863  

３．商品   4,733   475  

４．原材料   10,010   4,576  

５．仕掛業務   2,257   3,565  

６．前渡金   1,598   1,646  

７．前払費用   12,105   16,906  

８．繰延税金資産   8,814   －  

９．未収入金   12,575   2,411  

流動資産合計   925,362 83.7  686,409 72.1 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  12,362   42,772   

減価償却累計額  5,557 6,805  8,697 34,074  

２．車両運搬具  2,735   2,735   

減価償却累計額  1,417 1,318  1,838 897  

３．工具、器具及び備品  34,207   50,775   

減価償却累計額  13,003 21,204  25,423 25,352  

４．建設仮勘定   952   －  

有形固定資産合計   30,280 2.7  60,325 6.3 

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   36,078   118,141  

２．電話加入権   241   241  

３．ソフトウェア仮勘定   36,233   2,825  

無形固定資産合計   72,553 6.6  121,207 12.7 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   29,675   29,093  

２．関係会社株式   －   6,475  

３．長期前払費用   774   524  

４．繰延税金資産   1,799   －  

５．差入保証金   45,356   48,359  

投資その他の資産合計   77,606 7.0  84,452 8.9 

固定資産合計   180,440 16.3  265,985 27.9 

資産合計   1,105,802 100.0  952,395 100.0 
        

 
 



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年 3月期決算短信（非連結） 

11 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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 

（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   189,337   198,127  

２．未払金   17,743   18,115  

３．未払費用   10,185   11,861  

４．未払法人税等   5,647   1,843  

５．前受金   51,629   51,495  

６．預り金   4,749   2,628  

７．賞与引当金   18,643   24,374  

８．未払消費税等   7,190   851  

流動負債合計   305,125 27.6  309,296 32.5 

負債合計   305,125 27.6  309,296 32.5 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   361,950 32.7  361,950 38.0 

２．資本剰余金        

資本準備金  338,950   338,950   

資本剰余金合計   338,950 30.7  338,950 35.6 

３．利益剰余金        

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  99,882   △57,716   

利益剰余金合計   99,882 9.0  △57,716 △6.1 

株主資本合計   800,782 72.4  643,183 67.5 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  △106   △84   

評価・換算差額等合計   △106 0.0  △84 0.0 

純資産合計   800,676 72.4  643,098 67.5 

負債純資産合計   1,105,802 100.0  952,395 100.0 
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 (２)損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．商品売上高  738,197   614,205   

２．サービス収入  520,924 1,259,121 100.0 599,901 1,214,106 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  444   4,733   

２．当期商品仕入高  627,372   523,533   

合計  627,816   528,266   

３．商品期末たな卸高  4,733   475   

４．他勘定振替高  －   37   

商品売上原価  623,083   527,753   

５．サービス原価  237,484 860,568 68.3 406,834 934,588 77.0 

売上総利益   398,553 31.7  279,518 23.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2  295,307 23.5  374,681 30.8 

営業利益又は営業損失（△）   103,245 8.2  △95,162 △7.8 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  319   934   

２．雑収入  53 372 0.0 204 1,138 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  539   －   

２．社債利息  108   －   

３．株式交付費  10,304   －   

４．上場準備費用  14,502 25,455 2.0 － － － 

経常利益又は経常損失（△）   78,162 6.2  △94,023 △7.7 

Ⅵ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※3 －   46,548   

２．投資有価証券評価損  －   618   

３．ソフトウェア償却費 ※4 － － － 4,400 51,567 4.3 

税引前当期純利益又は税

引前当期純損失（△） 
  78,162 6.2  △145,591 △12.0 

法人税、住民税及び事業税  31,666   1,408   

法人税等調整額  406 32,073 2.5 10,600 12,008 1.0 

当期純利益又は当期純損
失（△） 

  46,089 3.7  △157,599 △13.0 
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 サービス原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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 
（％） 

Ⅰ 材 料 費  10,063 3.3 49,967 9.2 

Ⅱ 労 務 費  151,233 50.2 229,175 42.1 

Ⅲ 経 費 ※１ 140,224 46.5 265,497 48.7 

当期総サービス原価  301,522 100.0 544,641 100.0 

期 首 仕 掛 業 務  168  2,257  

合 計  301,691  546,898  

期 末 仕 掛 業 務  2,257  3,565  

他 勘 定 振 替 高 ※２ 61,948  136,498  

当期サービス原価  237,484  406,834  

 

 ※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

地 代 家 賃 29,783千円 39,034千円 

通 信 費 7,794 8,590 

減 価 償 却 費 20,062 38,572 

業 務 委 託 費 53,734 102,432 

賃 借 料 4,300 39,317 

消 耗 品 費 11,395 7,828 

水 道 光 熱 費 2,841 6,410 

修 繕 費 － 17,960 

 

 

 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

研 究 開 発 費 12,959千円 9,718千円 

ソフトウェア仮勘定 41,202 100,600 

固 定 資 産 4,501 5,576 

販売費及び一般管理費 3,285 12,989 

製 造 経 費 － 7,613 

合 計 61,948 136,498 

 
（原価計算の方法） （原価計算の方法） 

 当社の原価計算の方法は、個別原 

価計算によっております。 

 同 左 
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 (３) 株主資本等変動計算書 

 前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年3月31日） 

（単位：千円） 
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 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

年度中の当期変動額（純額） 
      

事業年度中の変動額合計 220,925 220,925 220,925 46,089 46,089 487,939 

平成19年3月31日 残高 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   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

年度中の当期変動額（純額） 
△106 △106 △106 

事業年度中の変動額合計 △106 △106 487,833 

平成19年3月31日 残高 △106 △106 800,676 
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 当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年3月31日） 

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

事業年度中の変動額       

当期純損失    △157,599 △157,599 △157,599 

株主資本以外の項目の事業

年度中の当期変動額（純額） 
      

事業年度中の変動額合計    △157,599 △157,599 △157,599 

平成20年3月31日 残高 361,950 338,950 338,950 △57,716 △57,716 643,183 

 
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 △106 △106 800,676 

事業年度中の変動額    

当期純損失   △157,599 

株主資本以外の項目の事業

年度中の当期変動額（純額） 
21 21 21 

事業年度中の変動額合計 21 21 △157,578 

平成20年3月31日 残高 △84 △84 643,098 
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 (４)キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益又は税引前当期純
損失（△）  78,162 △145,591 

減価償却費  21,938 44,389 

賞与引当金の増加額  5,643 5,731 

株式交付費  10,304 － 

受取利息及び受取配当金  △322 △948 

支払利息  539 － 

社債利息  108 － 

固定資産除却損  － 46,548 

投資有価証券評価損  － 618 

ソフトウェア償却費  － 4,400 

売上債権の増減額（△増加額）  △125,926 58,142 

たな卸資産の増減額（△増加額）  △2,066 8,383 

仕入債務の増加額  56,129 8,790 

前受金の増減額（△減少額）  19,862 △133 

その他  △5,517 △6,019 

小計  58,855 24,312 

利息及び配当金の受取額  258 948 

利息の支払額  △638 － 

法人税等の支払額  △83,465 △3,841 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △24,991 21,419 
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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） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 注記 
番号 

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  △18,700 △49,333 

無形固定資産の取得による支出  △41,540 △120,903 

投資有価証券の取得による支出  △29,854 － 

関係会社株式の取得による支出  － △6,475 

差入保証金の差入による支出  △18,740 △3,072 

差入保証金の返還による収入  560 70 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △108,275 △179,715 

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  400,000 － 

短期借入金の返済による支出  △400,000 － 

社債の償還による支出  △20,000 － 

株式の発行による収入  431,545 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  411,545 － 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少
額） 

 278,279 △158,296 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  205,981 484,260 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 484,260 325,964 

    

 



（株）セキュアヴェイル（3042）平成 20年 3月期決算短信（非連結） 

18 

 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

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 

 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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

３．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  ５～15年 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年

度より平成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。 

これによる損益による影響は軽微

であります。 

 (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年～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。 

(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。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)長期前払費用 

同左 

４.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。 

－ 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

５．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。 

(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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

６．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 

７．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 

８．その他財務諸表作成のた

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 
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 重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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等） 

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。 

 

 

 

 

── 

 

 追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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、株式交付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

及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、経常利益及び税引

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

殺する純額表示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 

32,158千円減少しましたが、売上総利益に与える影響

はありません。 
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 注記事項 

 （貸借対照表関係） 

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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 （損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１ 販売費に属するおおよその割合は30％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は70％でありま

す。 

販売費及び一般管理費の主な費目と金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費に属するおおよその割合は28％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は72％でありま

す。 

販売費及び一般管理費の主な費目と金額は次のと

おりであります。 
 

 （単位：千円）

役員報酬 53,820 

給与手当 100,581 

賞与引当金繰入額 14,039 

法定福利費 16,797 

地代家賃 16,281 

支払手数料 18,925 

減価償却費 1,397 

研究開発費 13,420 
  

 
 （単位：千円）

役員報酬 48,440 

給与手当 122,083 

賞与引当金繰入額 20,662 

法定福利費 18,964 

地代家賃 32,608 

支払手数料 25,961 

減価償却費 5,560 

研究開発費 18,001 
   

※２ 研究開発費の総額       13,420千円 
 
※２ 研究開発費の総額       18,001千円 

 ※３ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

建物           1,884千円 

ソフトウェア      44,663千円  

  合計        46,548千円 

 ※４ ソフトウェア償却費は、4,400千円であります。 

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なったものでありま

す。 
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 （株主資本等変動計算書関係） 

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 

 
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 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

 発行済株式     

普 通 株 式 19,535 6,865 － 26,400 

合 計 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．新株予約権及び自己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。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 １．発行済株式に関する事項 

 
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 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

 発行済株式     

普 通 株 式 26,400 － － 26,400 

合 計 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．新株予約権及び自己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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 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※ 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） 

※ 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20年３月31日現在） 

（千円） 

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 

（千円） 

 現金及び預金            325,964 

  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         325,964 
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 (リース取引関係) 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
当事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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 

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） 

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 

 

 

 

 

 

 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） 

建物 21,475 3,221 18,254 

工具、器具

及び備品 
120,193 26,429 93,763 

無形固定資

産 
1,674 244 1,429 

合計 143,343 29,894 113,448 
 

(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 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

   １年以内      27,803千円 

   １ 年 超      87,996千円 

   合  計      115,800千円 

 

(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 

 

(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    29,622千円 

   減価償却費相当額  26,639千円 

   支払利息相当額    5,121千円 

 

(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 
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 （有価証券関係） 

前事業年度（平成19年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 244  263  18  

（２）債券 －  －  －  

  ① 国債・地方債等 －  －  －  

  ② 社債 －  －  －  

  ③ その他 －  －  －  

（３）その他 －  －  －  

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

小計 244  263  18  

（１）株式 1,010  813  △197  

（２）債券 －  －  －  

  ① 国債・地方債等 －  －  －  

  ② 社債 －  －  －  

  ③ その他 －  －  －  

（３）その他 －  －  －  

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

小計 1,010  813  △197  

合計 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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当事業年度（平成20年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 28  33  4  

（２）債券 －  －  －  

  ① 国債・地方債等 －  －  －  

  ② 社債 －  －  －  

  ③ その他 －  －  －  

（３）その他 －  －  －  

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

小計 28  33  4  

（１）株式 607  460  △147  

（２）債券 －  －  －  

  ① 国債・地方債等 －  －  －  

  ② 社債 －  －  －  

  ③ その他 －  －  －  

（３）その他 －  －  －  

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

小計 607  460  △147  

合計 636  493  △142  

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。当事業年度において、その他有価証券

で時価のある株式について618千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当事業年度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 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

    非上場株式 
 

28,600  

 
 （デリバティブ取引関係） 
 第６期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

 第７期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

 （退職給付関係） 
 第６期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 
 

 第７期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

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     ４名 

従業員     ９名 

取締役    ３名 

従業員    25名 

取締役    ４名 

従業員    20名 

株式の種類及び付与数

（注） 
普通株式   5,700株 普通株式     550株 普通株式     250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 

（注）平成18年２月28日付で株式分割を実施したことにより、新株予約権の目的となる株式の数を調整

しております。 
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(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） － － － 
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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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    ４名 

従業員    ９名 

取締役    ３名 

従業員    25名 

取締役    ４名 

従業員    20名 

株式の種類及び付与数

（注） 
普通株式   5,700株 普通株式     550株 普通株式     250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 

（注）平成18年２月28日付で株式分割を実施したことにより、新株予約権の目的となる株式の数を調整

しております。 
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(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 

権利確定前       （株）    

 前事業年度末 － － 240 

 付与 － － － 

 失効 － － 5 

 権利確定 － － 235 

 未確定残 － － － 

権利確定後       （株）    

 前事業年度末 515 150 － 

 権利確定 － － 235 

 権利行使 － － － 

 失効 － 45 30 

 未行使残 515 105 205 

 

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） － － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（単位:千円） 

（繰延税金資産） 

①流動資産 

  賞与引当金           7,569 

未払事業税           1,245  

    計             8,814 

②固定資産 

減価償却費償却超過額       494 

  一括償却資産償却超過額     1,215 

  繰延資産償却超過額           16 

  その他有価証券評価差額金        72  

    計             1,799  

繰延税金資産合計       10,614 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（単位:千円） 

（繰延税金資産） 

①流動資産 

  賞与引当金           9,895 

未払事業税            556  

    計             10,452 

②固定資産 

繰越欠損金           37,181 

減価償却費償却超過額      2,532 

一括償却資産償却超過額      638 

ソフトウェア          18,153 

投資有価証券評価損        251 

その他有価証券評価差額金      57  

  計             58,815  

  小計            69,267  

評価性引当額         △69,267  

 繰延税金資産合計         － 

 
      
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 
法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入
されない項目 0.8％

住民税均等割額 1.3％

法人税税額控除 △1.4％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 41.0％

  

 
税引前当期純損失が計上されているため記載してお

りません。 

 

（持分法損益等） 

 第６期（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。 

 

 第７期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

 

 第６期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性  氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合(％) 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 

米今政臣 － － 
当社代表
取締役 

直接 
49.25 

－ － 
新株引受権の
権利行使 

20,000 － － 

役員 
取引条件及び取引条件の決定方針等 
（1）上記の新株引受権権利行使取引は、平成14年３月25日発行の第１回新株引受権付社債の新株引受権行使によるもので
あります。 
なお、株式数は2,000株であり、行使価格は10,000円であります。 
(2）米今政臣は「主要株主」にも該当します。 

三木亮二 － － 
当社取締
役 

直接 
3.42 

－ － 
新株予約権の
権利行使 

12,000 － － 

役員 取引条件及び取引条件の決定方針等 
上記のストックオプション行使取引は、平成14年７月１日発行の第１回新株予約権の新株予約権行使によるものであ
ります。 
なお、株式数は1,200株であり、行使価格は10,000であります。 

高橋典士 － － 
当社取締
役 

直接 
1.51 

－ － 
新株予約権の
権利行使 

4,500 － － 

役員 取引条件及び取引条件の決定方針等 
上記のストックオプション行使取引は、平成14年７月１日発行の第１回新株予約権の新株予約権行使によるものであ
ります。 
なお、株式数は450株であり、行使価格は10,000であります。 

濱口隆 － － 
当社取締
役 

直接 
1.51 

－ － 
新株予約権の
権利行使 

4,500 － － 

役員 取引条件及び取引条件の決定方針等 
上記のストックオプション行使取引は、平成14年７月１日発行の第１回新株予約権の新株予約権行使によるものであ
ります。 
なお、株式数は450株であり、行使価格は10,000であります。 

貝阿彌俊
彦 

－ － 
当社取締
役 

直接 
0.09 

－ － 
新株予約権の
権利行使 

1,000 － － 

役員 取引条件及び取引条件の決定方針等 
上記のストックオプション行使取引は、平成15年12月29日発行の第２回新株予約権の新株予約権行使によるものであ
ります。 
なお、株式数は25株であり、行使価格は40,000であります。 

（注）１．取締役 高橋典士は平成18年11月29日をもって取締役を退任しております。 

（注）２．取締役 濱口隆は平成19年３月31日をもって取締役を辞任しております。 

（注）３．取締役 貝阿彌俊彦は平成19年３月31日をもって取締役を辞任しております。 

 

 第７期（自 平成19年４月１日 至 平成20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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 
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 
1,755円80銭 

  

 
１株当たり純資産額 24,359円79銭 

１株当たり当期純損失金額 5,969円68銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式はありますが、１株当たり当期純損失の

ため記載しておりません。 
  

（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり当期純利益及び当期純損失金額   

当期純利益及び当期純損失（△） 

（千円） 
46,089 △157,599 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失（△）（千円） 46,089 △157,599 

期中平均株式数（株） 25,470 26,400 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

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21個） 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．その他 

  役員の異動（平成20年６月27日予定） 

 

  １．新任取締役候補 

 

    取締役執行役員東日本事業本部長   林   和 洋 （現 執行役員 東日本事業本部長） 

 

    取締役執行役員西日本事業本部長   茂 苅 敬 二 （現 執行役員 西日本事業本部長） 

 

 

 

  ２．退任取締役 

 

    取締役内部監査室長         鈴 木 宗 俊 

 

 


