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2019年6月期 第１四半期 業績サマリー

単位：（百万円）

＜2019年６月期 第１四半期について＞

2019年6月期 2019年6月期 対２Q 2019年6月期 対通期 2018年6月期
1Q実績 2Q累計計画 進捗率 通期計画 進捗率 通期実績

783 1,718 45.6% 3,700 21.2% 3,346
セキュリティ監査・コンサル 147 357 41.2% 838 17.6% 763
脆弱性診断 199 453 44.0% 976 20.5% 899
情報漏えいIT対策 436 906 48.1% 1,884 23.2% 1,682

681 1,417 48.1% 2,836 24.0% 2,551
175 348 50.4% 678 25.9% 613
-73 -47 - 185 - 181

営業利益率 - - 5.0% 5.4%
-101 -71 - 155 - 154

経常利益率 - - 4.2% 4.6%
-71 -78 - 134 - 172当期純利益

売上高

売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益

経常利益

セキュリティ監査・コンサルティング 概ね計画通り

脆弱性診断 ピーク（9月）を抑制する計画値を設定していたが、結果的には9月のピークが大きく、計画上回る

情報漏えいIT対策 概ね計画通り

営業利益

経常利益

当期純利益

売上高

下期偏重計画の中、１Qにおいては計画をやや上回る

売上高計画が上回ったことに加え、売上原価、販管費が若干計画を下回ったため、計画を上回る

営業外費用が計画より増加したが、計画を上回る

税引前利益（▲101百万円）に対する税効果会計の影響（▲30百万円）により、計画を上回る

１Q業績については順調に推移

前年度１Q実績および今年度１Q計画値については公表しておりません。


コメント



								売上高 ウリアゲ ダカ		下期偏重計画の中、１Qにおいてはほぼ計画通りに推移

										セキュリティ監査・コンサルティング		前年の韓国支店の案件急増分の反動を見込み計画値を抑制していたが、概ね計画通り

										脆弱性診断		ピーク月（9月）を抑制する計画値を設定していたが、結果的に9月は計画を30%超上回った

										情報漏えいIT対策		概ね計画通り

								営業利益		売上計画のピークの月を、想定通りの原価でこなせるかが管理のポイントとなっている ウリアゲ ツキ ソウテイ ドオ ゲンカ カンリ

								経常利益		上場関連の営業外費用が計画より増加（+8M)

								四半期純損失		税引前利益（▲101M）に対する税効果会計の提供（▲30M） ゼイビ マエ リエキ タイ ゼイ コウカ カイケイ テイキョウ





1Q業績サマリ

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		対２Q タイ		2019年6月期 ネン ガツキ		対通期 タイ ツウキ		2018年6月期 ネン ガツキ

										1Q(7-9月）実績 ガツ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期実績 ツウキ ジッセキ

						売上高 ウリアゲ ダカ				783,653		1,718,295		45.6%		3,700,000		21.2%		3,346,517

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		147,315		357,459		41.2%		838,392		17.6%		763,985

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		199,881		453,888		44.0%		976,810		20.5%		899,885

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		436,458		906,948		48.1%		1,884,797		23.2%		1,682,647

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				681,461		1,417,330		48.1%		2,836,145		24.0%		2,551,661

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				175,715		348,810		50.4%		678,855		25.9%		613,699

						営業利益 エイギョウ リエキ				(73,523)		(47,845)		ー		185,000		ー		181,156

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ー		-				5.0%				5.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				(101,937)		(71,328)		ー		155,461		ー		154,809

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		ー		-				4.2%				4.6%

						期間純損益 キカン ジュンソンエキ				(71,766)		(78,800)		ー		134,316		ー		172,392



										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		対２Q タイ		2019年6月期 ネン ガツキ		対通期 タイ ツウキ		2018年6月期 ネン ガツキ

										1Q実績 ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期実績 ツウキ ジッセキ

						売上高 ウリアゲ ダカ				783		1,718		45.6%		3,700		21.2%		3,346

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		147		357		41.2%		838		17.6%		763

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		199		453		44.0%		976		20.5%		899

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		436		906		48.1%		1,884		23.2%		1,682

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				681		1,417		48.1%		2,836		24.0%		2,551

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				175		348		50.4%		678		25.9%		613

						営業利益 エイギョウ リエキ				(73)		(47)		-		185		-		181

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-				5.0%				5.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				(101)		(71)		-		155		-		154

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		-		-				4.2%				4.6%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				(71)		(78)		-		134		-		172





区分別売上



						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ

						1Q(7-9月）計画 ガツ ケイカク		1Q(7-9月）実績 ガツ ジッセキ				通期実績 ツウキ ジッセキ		通期計画 ツウキ ケイカク

				売上高 ウリアゲ ダカ		763,899		783,653		102.6%		3,346,517		3,700,000		110.6%

				　セキュリティ監査・コンサル カンサ		192,187		147,315		76.7%		763,985		838,392		109.7%

				　脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		180,001		199,881		111.0%		899,885		976,810		108.5%

				　情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		391,712		436,458		111.4%		1,682,647		1,884,797		112.0%






コメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		下期偏重計画の中、１Qにおいては計画をやや上回る ウワマワ

										セキュリティ監査・コンサルティング		概ね計画通り

										脆弱性診断		ピーク（9月）を抑制する計画値を設定していたが、結果的には9月のピークが大きく、計画上回る ガツ オオ ケイカク ウワマワ

										情報漏えいIT対策		概ね計画通り

								営業利益		売上高計画が上回ったことに加え、売上原価、販管費が若干計画を下回ったため、計画を上回る ウリアゲ タカ ケイカク ウワマワ クワ ウリアゲ ゲンカ ハン カン ヒ ジャッカン ケイカク シタマワ ケイカク ウワマワ

								経常利益		営業外費用が計画より増加したが、計画を上回る ケイカク ウワマワ

								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		税引前利益（▲101百万円）に対する税効果会計の影響（▲30百万円）により、計画を上回る ゼイビ マエ リエキ ヒャクマンエン タイ ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ヒャクマンエン ケイカク ウワマワ
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								セキュリティ監査・コンサル カンサ		147,315		357,459		41.2%		838,392		17.6%		763,985

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		199,881		453,888		44.0%		976,810		20.5%		899,885

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		436,458		906,948		48.1%		1,884,797		23.2%		1,682,647
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								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		ー		-				4.2%				4.6%

						期間純損益 キカン ジュンソンエキ				(71,766)		(78,800)		ー		134,316		ー		172,392



										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		対２Q タイ		2019年6月期 ネン ガツキ		対通期 タイ ツウキ		2018年6月期 ネン ガツキ

										1Q実績 ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		進捗率 シンチョク リツ		通期実績 ツウキ ジッセキ

						売上高 ウリアゲ ダカ				783		1,718		45.6%		3,700		21.2%		3,346
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区分別売上
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						1Q(7-9月）計画 ガツ ケイカク		1Q(7-9月）実績 ガツ ジッセキ				通期実績 ツウキ ジッセキ		通期計画 ツウキ ケイカク

				売上高 ウリアゲ ダカ		763,899		783,653		102.6%		3,346,517		3,700,000		110.6%

				　セキュリティ監査・コンサル カンサ		192,187		147,315		76.7%		763,985		838,392		109.7%

				　脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		180,001		199,881		111.0%		899,885		976,810		108.5%
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会社概要

 会社名 株式会社ブロードバンドセキュリティ
 本社所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル4F

 Webサイト https://www.bbsec.co.jp/ 

 代表者 代表取締役社長 持塚 朗

 設 立 2000年11月30日

 サービス内容 セキュリティ監査・コンサルティングサービス 脆弱性診断サービス 情報漏えいIT対策サービス

 事業拠点 天王洲オフィス 大阪支店 名古屋支店 韓国支店 セキュリティオペレーションセンター (東京都内) 

 資本金 2億8,169万円

 従業員数 186名

 決算期 6月

 監査法人 EY新日本有限責任監査法人

（2018年11月30日現在）
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会社沿革

2000年11月
設立
（㈱ブロードバンド
エクスチェンジ）

2009年4月
セキュリティ
オペレーションセンター開設

2017年5月
インターネット
分離サービス提供開始

2007年 2018年

2016年8月
PCI DSSのP2PE認定審査機
関「QSA（P2PE)」取得

2015年5月
PCI DSS準拠支援
サービスのグローバル
対応本格展開

2006年5月
㈱ブロードバンド
セキュリティに社名
変更

2006年10月
ソースコード診断サ
ービス提供開始

セキュリティサービスへの事業転換が完了

2008年5月
PCI DSSの認定審査機関
「QSAC」認定取得

2012年3月
韓国営業所
（現韓国支店）設立

古いサービス（監視運用、回線提供等） セキュリティサービス

2018年9月
東証JASDAQ上場

売上高
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No2(1）新旧サービス区分

		

				【別紙1】No2（1）新旧サービス区分 ベッシシンキュウクブン																												（単位：千円） タンイセンエン

				サービス区分 クブン						07/6期実績 キジッセキ		08/6期実績 キジッセキ		09/6期実績 キジッセキ		10/6期実績 キジッセキ		11/6期実績 キジッセキ		12/6期実績 キジッセキ		13/6期実績 キジッセキ		14/6期実績 キジッセキ		15/6期実績 キジッセキ		16/6期実績 キジッセキ		17/6期実績 キジッセキ		18/6期実績 キジッセキ		19/6期計画 キケイカク

										金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク		金額 キンガク

				売上高 ウリアゲダカ						2,208,013		2,304,582		2,032,806		1,569,948		1,749,652		1,961,871		1,735,892		2,008,180		2,322,266		2,690,941		3,067,425		3,346,517		3,700,000

						新しいサービス シン				115,527		192,578		319,314		562,310		883,507		1,161,586		1,328,603		1,713,290		2,013,361		2,506,813		2,995,470		3,308,262		3,658,563

								SecureMail		115,527		192,578		265,320		311,613		419,173		505,355		513,356		540,086		533,993		635,632		642,043		660,036		706,192

								診断サービス(現ＳＳ） シンダンゲン						53,994		164,968		213,528		348,065		419,706		616,349		880,916		696,973		850,785		899,885		976,810

								ＳＯＣ（現ＭＳ） ゲン								85,729		250,806		308,166		395,541		556,855		598,452		631,213		733,096		729,065		845,575

								SC																				364,578		532,336		780,399		839,986

								ES																				178,417		237,210		238,877		289,999

						古いサービス フル				2,092,486		2,112,004		1,713,492		1,007,638		866,145		800,285		407,289		294,890		308,905		184,128		71,955		38,255		41,437

								通信回線事業（BEXサービス） ツウシンカイセンジギョウ		877,630		817,704		444,327		0		0		0		0		0		0		0

								運用監視 ウンヨウカンシ		674,870		751,085		805,782		752,584		707,896		707,610		342,264		226,896		225,272		182,167		70,418		37,207		41,322

								ＮＩ／ＳＩ／その他 タ		539,986		543,215		463,383		255,054		158,249		92675		65025		67994		83633		1961		1537		1048		115

										07/6期 キ		08/6期 キ		09/6期 キ		10/6期 キ		11/6期 キ		12/6期 キ		13/6期 キ		14/6期 キ		15/6期 キ		16/6期 キ		17/6期 キ		18/6期 キ		19/6期計画 キケイカク

								新しいサービス アタラ		116		193		319		562		884		1,162		1,329		1,713		2,013		2,507		2,995		3,308		3,659

								古いサービス フル		2,092		2,112		1,713		1,008		866		800		407		295		309		184		72		38		41

								合計 ゴウケイ		2,208		2,305		2,033		1,570		1,750		1,962		1,736		2,008		2,322		2,691		3,067		3,347		3,700





No2(1）新旧サービス区分

		



新しいサービス

古いサービス

売上高（新旧サービス別）
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ブロードバンドセキュリティ（BBSec）とは

企業の事業継続性向上を支援する、セキュリティサービスプロバイダー

常にお客様に寄り添い
現状の可視化から
日々の運用まで
一気通貫で支援

※1 PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard
※2 CSIRT Computer Security Incident Response Team
※3  SIEM Security Information and Event Management
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当社の強み

培われてきた
高い技術力

• 様々な業種・企業規模にあわせ
サービスを提供してきた経験値

• 高い技術力を必要とする様々な
新規サービスを展開

ニュートラルな
サービスプロバイダー

• お客様に最適なソリューションに
特化する為に、製品販売を核とし
ない「サービスプロバイダー」

• クラウド対応、スマートフォンアプ
リ対応など、市場ニーズにフレキシ
ブルに対応

セキュリティを提供する
企業としての信頼性

• PCI DSSの監査人数において、
国内トップクラス

• 数多くの長期ご契約企業に裏打
ちされる高品質なサービス

当社が多くのお客様から選ばれるのには、理由があります。
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業績概況

経常利益（損失）推移売上高推移
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セキュリティ監査・コンサルティングサービス
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情報セキュリティニーズの高まりによる売上高増、事業の見直しによる収益性の強化
などにより、4年連続増収増益（経常利益ベース）を見込む

顧客数・受注数推移

顧客数 約13％増
受注数 約64％増
（‘15-’18）
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恵まれた市場環境

＊参考：JNSA「国内情報セキュリティ市場 2017年度調査報告」

プレーヤーが限定的であるため、市場環境の2倍以上の成長率を維持

＜当社売上高・情報セキュリティサービス市場規模の相対推移
（2013年＝100）＞

当社売上高

市場規模

市場成長の
2倍以上の成長

ツール・機器販売等が
メイン

セキュリティ
サービス提供が

メイン

プレイヤーは
2パターン

I
社

J
社

E
社

D
社

G
社

F
社

C
社

H
社

当
社 A社 B社

◆セキュリティサービス提供を
専業としている企業は数社

2018年度
1兆円市場へ


Graph1
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				当社 トウシャ		市場 シジョウ
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		17/6		176.7146974063		134.8401323043
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今後の戦略～顧客拡大への対応と海外展開

拡大する顧客への継続的なサービス提供と、東南アジアへの展開を計画

導入しやすい
サービスを提案

現状

分析

ソリュー
ション

マネジ
メント

◆大手・準大手に加え、地方からの顧客も増加傾向
意欲的な大手・準大手企業を中心とした直販営業に加え
全国にネットワークを持つ代理店により、裾野の拡大に対応

高度かつ多彩な
サービス提案

継続性の高い
サービスの
ストック

最新情報の
提供

代理店

メール訓練等

継続的に
サービス提供

顧客

◆海外監査・海外サイトの診断実績を活かし
グローバルカンパニーに照準

実績
韓国内 シェアNo.1

多言語展開

ローカルカード会社・金融機関

サイバーセキュリティ監査が成熟していない
東南アジア市場で事業を拡大

東南アジアローカル
カード会社・金融機関

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE6Ozr2d_cAhVOM94KHab7A4wQjRx6BAgBEAU&url=http://design-ec.com/?p%3D283&psig=AOvVaw0a-6m_HVR94EcHFeqSjkq6&ust=1533894862563510


12
© 2018 BroadBand Security, Inc.

今後の戦略～自動化×人材による収益性向上

エンジニアの好む働く場所・働き方を提供

地方拠点を拡充し
地元で働きたい地方学生を獲得

自動化 人材
自動化×人材で更なる成長率の向上を目指す

診断の効率化による診断キャパシティの拡大
診断スピードの向上

AI活用による脆弱ページの特定速度向上

調
査

診
断
範
囲

確
定

診断必要性低

診断必要

診断範囲が
大幅減少

AI選定の診断範囲

エ
ン
ジ
ニ
ア

診
断

従来の診断範囲

SOC※の相関分析ルールのブラッシュアップと
AI活用による自動化促進

SOC自動化による作業効率化（AI活用含む）

顧客毎の
セキュリティ
デバイス

AA

XX BB
Aa BbB

Zz
収集ログ
SOC

AI及び相関分析ルール
による絞込

パターンA
パターンＢ

確認すべき
攻撃パターン

SOCオペレータ
によるチェック
範囲を大幅減少

リファラル採用の推進

当社社員

知人 当社

当社紹介

モチベーション向上

採用

インセン
ティブ

安心感 条件に合う人材

応募

毎年2桁の人材
が紹介で入社

SOC:Security Operation Center

秋田県と支店立地協定を締結済み
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今後の展望

コンサルティング
脆弱性診断
（フロー型ビジネス）

自動脆弱性診断
情報漏洩IT対策サービス
（ストック型ビジネス）

営業利益成長

売上高成長

売上高成長

多角的なセキュリティサービスの提供により
便利で安全なネットワーク社会を創出

ストック型ビジネスのベースに
フロー型ビジネスを積み上げ
売上高成長を超える利益成長を実現していく

24h/
365d
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2019年6月期 第１四半期 業績サマリー

株式会社ブロードバンドセキュリティについて

最近のトピックスのご紹介
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最近のトピックスのご紹介

9月 AI搭載の自動脆弱性診断サービスをリリース

9月 一般社団法人 日本ハッカー協会に賛助会員登録

9月 合同会社エルプラスとの協業発表

10月 メールやモバイルのセキュリティ対策を検討する業界団体「JPAAWG」を創設

11月 クレジットカードセキュリティの認定評価人「QSA」が25名に

11月 株式会社JSOLと業務提携

12月 特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会のコミュニティに協賛
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AI搭載の自動脆弱性診断サービスをリリース

NTTテクノクロス株式会社の支援を受け、当社のASP型デイリー自動脆弱性診断サービス
「Cracker Probing-Eyes」に機械学習機能を搭載しました。

ポイント
１．サーバ負荷を低減し、よりスピーディに診断を実施
２．"進化するエンジン"により、日々診断の精度が向上

サービス概念図
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一般社団法人 日本ハッカー協会に賛助会員登録

ポイント
１．ハッカーの地位向上に賛同
２．登録ハッカーに対する、就職先としての間口を開く

日本ハッカー協会
Webサイト
https://www.hacker.or.jp/
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合同会社エルプラスとの協業発表

ポイント
１．業界の第一人者からの貴重なご意見を伺う定期ミーティングの実施
２．今後のセキュリティ人材の獲得および育成教育の支援
３．今までにない新サービスの開発

合同会社エルプラス
Webサイト
http://lplus.tokyo/

仮想通貨流出事件で使われたIPアドレスを特定、警察へ情報提供を行ったチーム
でも知られる、杉浦隆幸氏。その杉浦氏が代表の合同会社エルプラスとの協業を開始。
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メールやモバイルのセキュリティ対策を検討する業界団体「JPAAWG」を創設

国内の主要インターネットサービスプロバイダー（ISP）や通信事業者、クラウド事業
者などと共同で、メールのセキュリティを中心に、インターネットやモバイルのセキュリティ、
マルウェア対策などについて、関連事業者間での情報交換や対策検討をすすめる業
界団体として「JPAAWG（Japan Anti-Abuse Working Group、ジェイピーアー
グ）」を創設しました。

2018年11月8日に開催した「JPAAWG 1st General Meeting」には、400名を
超える方々にご来場頂き、盛況となりました。

ポイント
当社が長年に渡り参加、協力している「M3AAWG（Messaging, Malware and 
Mobile Anti-Abuse Working Group）」の日本リージョンとして設立。
事業者が主体となり、M3AAWG と連携しながら、より具体的な対策を協議
検討、実施してまいります。
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クレジットカードセキュリティの認定評価人「QSA」が25名に

2020年東京オリンピック・パラリンピック、そして来るべきキャッ
シュレス社会に向けたカード情報保護のニーズに対応するため
国際資格である認定評価人「QSA」の数を本年8月時点の
18名から11月時点で25名に増やしております。

ポイント
国際資格である「QSA」はその取得ハードルが高いことで知られております。
今後、カード会社や決済代行会社に加え、加盟店についての準拠認定ニーズの増
大で、業界全体で監査人の数が不足している状況の中、当社は積極的に資格取
得を続けております。

２５
QSA有資格者

２２５
PCI DSS準拠認定
付与案件数

８５
PCI DSS準拠認定
付与企業数

（2018年11月現在）
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株式会社JSOLと業務提携

2018年11月28日、株式会社JSOL（本社：東京都中央区）と、販売パートナー
契約を締結。ICTサービスコーディネーターとしてのセキュリティ提案、サービス提供などに、
当社セキュリティサービスをご活用いただきます。

ポイント
年々増大する顧客からのセキュリティ対策ニーズに対して、セキュリティ専門ベンダー
との提携による的確なソリューションを提供することが可能に。

当社を選択された主な理由

高い技術力と、それを分かりやすく説明できるコンサルタントとの連携

顧客ニーズに適合した提案

信頼できる24/365体制の運用サービス、インシデント発生時緊急対応
など、豊富なサービスラインナップ
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本資料の社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Internet mail: ir@bbsec.co.jp WEB: https://www.bbsec.co.jp//
東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル4F

TEL：03-5338-7430

株式会社ブロードバンドセキュリティ

本資料において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。
これらは現在における見込、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、業界並びに市場の状況、金
利、為替変動といった国内、国際的な経済状況の変動により異なる結果を招く不確実性を含みます。

当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、
開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りません。

別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは、日本において一般に認められている会計
原則に従って表示されています。

また、当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

https://www.bbsec.co.jp/
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