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業績サマリー

単位：（百万円）
上半期業績についてはほぼ計画通りに推移

前年度２Q実績ついては公表しておりません。

2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 対通期 2018年6月期
2Q累計実績 2Q累計計画 差異 率 通期計画 進捗率 通期実績

1,707 1,718 △ 11 △0.6% 3,700 46.1% 3,346
セキュリティ監査・コンサル 358 357 1 0.3% 838 42.7% 763
脆弱性診断 466 453 13 2.9% 976 47.7% 899
情報漏えいIT対策 882 906 △ 24 △2.6% 1,884 46.8% 1,682

1,385 1,417 △ 32 △2.3% 2,836 48.8% 2,551
366 348 18 5.2% 678 54.1% 613

△ 46 △ 47 1 - 185 - 181
営業利益率 - - - - 5.0% 5.4%

△ 82 △ 71 △ 11 - 155 - 154
経常利益率 - - - - 4.2% 4.6%

△ 62 △ 78 16 - 134 - 172

計画比

期間純利益

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

科目

セキュリティ監査・コンサルティング 他社リプレイス見込み分の未達があるも、計画を上回る
脆弱性診断 9月、12月のピーク時が好調、計画も前年実績も上回る
情報漏えいIT対策 標的訓練等の新規積上げで前年実績上回るも計画には未達

営業利益
経常利益

期間純利益

売上高

前年同期より増収だが、計画にはわずかに未達

診断業務の効率化推進に伴う、ピーク時の外注費抑制/残業減等により、売上未達分を補い、計画達成
メールシステムのリース増に伴い支払い利息増、株式公開費用の増加等により計画未達
税引前利益（△82)に対する税効果会計の影響（△22）により計画を上回る

科目別ポイント


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						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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク						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				1,707,500		1,718,295						3,700,000		46.1%		3,346,517

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358,296		357,459						838,392		42.7%		763,985

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466,300		453,888						976,810		47.7%		899,885

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882,904		906,948						1,884,797		46.8%		1,682,647

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385,229		1,417,330						2,836,145		48.8%		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				366,964		348,810						678,855		54.1%		613,699

						営業利益 エイギョウ リエキ				(46,303)		(47,845)						185,000		ー		181,156

								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				(82,472)		(71,328)						155,461		ー		154,809

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

						期間純損益 キカン ジュンソンエキ				(62,142)		(78,800)						134,316		ー		172,392



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		計画比 ケイカク ヒ				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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		差異 サイ		率 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				1,707		1,718		△ 11		△0.6%		3,700		46.1%		3,346

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358		357		1		0.3%		838		42.7%		763

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466		453		13		2.9%		976		47.7%		899

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882		906		△ 24		△2.6%		1,884		46.8%		1,682

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385		1,417		△ 32		△2.3%		2,836		48.8%		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				366		348		18		5.2%		678		54.1%		613

						営業利益 エイギョウ リエキ				△ 46		△ 47		1		-		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				△ 82		△ 71		△ 11		-		155		-		154

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

						期間純利益 キカン ジュンリエキ				△ 62		△ 78		16		-		134		-		172





コメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		前年同期より増収だが、計画にはわずかに未達 ゼンネン ドウキ ゾウシュウ ケイカク ミタツ

										セキュリティ監査・コンサルティング		他社リプレイス見込み分の未達があるも、計画を上回る タシャ ミコ ブン ミタツ ケイカク ウワマワ

										脆弱性診断		9月、12月のピーク時が好調、計画も前年実績も上回る ガツ ガツ ジ コウチョウ ケイカク ゼンネン ジッセキ ウワマワ

										情報漏えいIT対策		標的訓練等の新規積上げで前年実績上回るも計画には未達 ヒョウテキ クンレン トウ シンキ ツミア ゼンネン ジッセキ ウワマワ ケイカク ミタツ

								営業利益		診断業務の効率化推進に伴う、ピーク時の外注費抑制/残業減等により、売上未達分を補い、計画達成 シンダン ギョウム コウリツカ スイシン トモナ ジ ガイチュウ ヒ ヨクセイ ザンギョウ ゲン トウ ウリアゲ ミタツ ブン オギナ ケイカク タッセイ

								経常利益		メールシステムのリース増に伴い支払い利息増、株式公開費用の増加等により計画未達 ゾウ トモナ シハラ リソク ゾウ カブシキ コウカイ ヒヨウ ゾウカ トウ ケイカク ミタツ

								期間純利益 キカン ジュン リエキ		税引前利益（△82)に対する税効果会計の影響（△22）により計画を上回る ゼイビ マエ リエキ タイ ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ケイカク ウワマワ





PL

										実績 ジッセキ		計画 ケイカク		差異 サイ		理由 リユウ

						売上高				1,707,500		1,718,295		(10,795)		標的訓練、PCI他社リプレイス未達 ヒョウテキ クンレン タシャ ミタツ

						売上原価				1,385,228		1,417,330		(32,102)		診断業務委託減（▲20M）、残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） シンダン ギョウム イタク ゲン ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

						売上総利益 				322,271		300,965		21,306

						販売費及び一般管理費 				368,574		348,810		19,764		支払手数料（+6M）、租税公課（+9M）、管理系人件費増（+3M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

						営業損失（△） 				(46,303)		(47,845)		1,542

						営業外収益

								受取利息		13

								その他		0

						営業外収益合計				14

						営業外費用

								支払利息 		11,535		7,890		3,645		メールサービスリース増(2.5M） ゾウ

								為替差損		2,531				2,531

								株式公開費用 		22,116		15,593		6,523		市場変更等 シジョウ ヘンコウ トウ

						営業外費用合計				36,183		23,483		12,700

						経常損失（△）				(82,472)		(71,328)		(11,144)

						税引前四半期純損失（△） 				(82,472)

						法人税等 				20,329		7,471		12,858		税効果戻り+22M ゼイ コウカ モド

						四半期純損失（△） 				(62,142)		(78,799)		16,657





PL詳細



										１Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		２Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		966,117		100.0%		923,847		100.0%		△ 42,271		△ 4.4%		872,765		106%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						AAMS				174,213		23.2%		174,133		22.2%		△ 80		△ 0.0%		161,340		108%		175,088		18.1%		174,051		18.8%		△ 1,038		△ 0.6%		158,898		110%		349,302		20.3%		348,184		20.4%		△ 1,118		△ 0.3%		320,238		109%

								AAMS		170,053		22.6%		169,260		21.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		171,364		17.7%		169,189		18.3%		△ 2,175		△ 1.3%		152,126		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		4,160		0.6%		4,873		0.6%		713		17.1%		6,262		78%		3,725		0.4%		4,861		0.5%		1,137		30.5%		6,772		72%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

						Security Service				173,395		23.1%		199,881		25.5%		26,486		15.3%		180,001		111%		280,493		29.0%		266,419		28.8%		△ 14,073		△ 5.0%		236,300		113%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		140,335		18.7%		164,759		21.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		239,105		24.7%		229,273		24.8%		△ 9,832		△ 4.1%		197,696		116%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		30,991		4.1%		32,707		4.2%		1,716		5.5%		29,971		109%		39,449		4.1%		34,701		3.8%		△ 4,748		△ 12.0%		36,255		96%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		2,069		0.3%		2,415		0.3%		346		16.7%		2,280		106%		1,939		0.2%		2,445		0.3%		506		26.1%		2,350		104%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				131,608		17.5%		138,904		17.7%		7,295		5.5%		188,520		74%		208,747		21.6%		194,447		21.0%		△ 14,300		△ 6.9%		240,528		81%		340,356		19.8%		333,351		19.5%		△ 7,005		△ 2.1%		429,048		78%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		105,906		14.1%		108,698		13.9%		2,792		2.6%		166,604		65%		178,802		18.5%		179,388		19.4%		586		0.3%		175,121		102%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		25,702		3.4%		30,206		3.9%		4,503		17.5%		21,916		137.8%		29,945		3.1%		15,059		1.6%		△ 14,886		△ 49.7%		65,408		23.0%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		51.8%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

						Management Service				197,997		26.3%		198,282		25.3%		285		0.1%		180,937		110%		231,172		23.9%		209,768		22.7%		△ 21,404		△ 9.3%		194,814		108%		429,169		25.0%		408,050		23.9%		△ 21,118		△ 4.9%		375,751		109%

								SOC		103,235		13.7%		113,259		14.5%		10,024		9.7%		105,840		107%		109,248		11.3%		116,837		12.6%		7,589		6.9%		106,138		110%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		41,498		5.5%		42,902		5.5%		1,404		3.4%		39,097		110%		44,678		4.6%		42,608		4.6%		△ 2,070		△ 4.6%		41,175		103%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		43,646		5.8%		33,023		4.2%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		66,540		6.9%		41,333		4.5%		△ 25,207		△ 37.9%		38,862		106%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		9,618		1.3%		9,079		1.2%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		9,788		1.0%		8,990		1.0%		△ 798		△ 8.2%		7,745		116%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		918		0.1%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		894		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

						Enterprise Service				74,935		10.0%		72,444		9.2%		△ 2,491		△ 3.3%		52,279		139%		70,589		7.3%		79,133		8.6%		8,545		12.1%		42,056		188%		145,524		8.5%		151,577		8.9%		6,053		4.2%		94,335		161%

								ES		25,337		3.4%		23,726		3.0%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		30,256		3.1%		35,726		3.9%		5,470		18.1%		16,240		220%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ESｺﾝｻﾙ		41,207		5.5%		38,617		4.9%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		150.9%		31,545		3.3%		31,594		3.4%		49		0.2%		18,975		166.5%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		157.6%

								ES関連 カンレン		8,391		1.1%		10,101		1.3%		1,709		20.4%		6,687		151%		8,788		0.9%		11,813		1.3%		3,025		34.4%		6,841		173%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		169		17%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ						721,566		95.9%		681,461		87.0%		△ 40,105		△ 5.6%		597,828		114%		695,764		72.0%		703,767		76.2%		8,003		1.2%		652,438		108%		1,417,330		82.5%		1,385,229		81.1%		△ 32,102		△ 2.3%		1,250,266		111%

						直接原価 チョクセツ ゲンカ				309,686		41.2%		297,138		37.9%		△ 12,548		△ 4.1%		255,680		116%		284,502		29.4%		286,014		31.0%		1,513		0.5%		272,548		105%		594,187		34.6%		583,152		34.2%		△ 11,036		△ 1.9%		528,228		110%

								AAMS		98,699		13.1%		101,745		13.0%		3,046		3.1%		109,625		93%		99,653		10.3%		97,289		10.5%		△ 2,364		△ 2.4%		98,861		98%		198,352		11.5%		199,034		11.7%		682		0.3%		208,485		95%

								Security Service		52,943		7.0%		47,303		6.0%		△ 5,640		△ 10.7%		30,727		154%		53,108		5.5%		40,760		4.4%		△ 12,347		△ 23.2%		38,019		107%		106,050		6.2%		88,063		5.2%		△ 17,987		△ 17.0%		68,747		128%		診断外注費抑制（▲20M） シンダン ガイチュウヒ ヨクセイ

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		20,450		2.7%		20,817		2.7%		367		1.8%		16,921		123%		11,170		1.2%		17,912		1.9%		6,742		60.4%		29,260		61%		31,619		1.8%		38,729		2.3%		7,110		22.5%		46,181		84%

								Management Service		112,756		15.0%		102,542		13.1%		△ 10,214		△ 9.1%		84,004		122%		100,127		10.4%		102,852		11.1%		2,725		2.7%		86,897		118%		212,884		12.4%		205,394		12.0%		△ 7,490		△ 3.5%		170,902		120%

								Enterprise Service		24,828		3.3%		24,731		3.2%		△ 98		△ 0.4%		14,402		172%		20,444		2.1%		27,201		2.9%		6,757		33.1%		19,511		139%		45,272		2.6%		51,932		3.0%		6,659		14.7%		33,913		153%

								その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-

						間接原価 カンセツ ゲンカ				411,880		54.8%		384,324		49.0%		△ 27,557		△ 6.7%		342,148		112%		411,262		42.6%		417,753		45.2%		6,491		1.6%		379,891		110%		823,143		47.9%		802,077		47.0%		△ 21,066		△ 2.6%		722,039		111%		残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						30,611		4.1%		102,192		13.0%		71,581		233.8%		166,071		62%		270,353		28.0%		220,079		23.8%		△ 50,274		△ 18.6%		220,327		100%		300,965		17.5%		322,271		18.9%		21,307		7.1%		386,398		83%

				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						181,100		24.1%		175,715		22.4%		△ 5,385		△ 3.0%		142,123		124%		167,710		17.4%		191,249		20.7%		23,539		14.0%		137,758		139%		348,810		20.3%		366,964		21.5%		18,154		5.2%		279,881		131%		支払手数料（6M）、租税公課（9M）、管理系人件費増（３M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

				営業利益 エイギョウ リエキ						△ 150,488		△ 20.0%		△ 73,523		△ 9.4%		76,965		△ 51.1%		23,948		-		102,643		10.6%		28,830		3.1%		△ 73,813		△ 71.9%		82,569		35%		△ 47,845		△ 2.8%		△ 44,693		△ 2.6%		3,153		△ 6.6%		106,517		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						0		0.0%		7		0.0%		7		-		34		20%		0		0.0%		6		0.0%		6		-		△ 24		-25%		0		0.0%		13		0.0%		13		-		11		117%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						19,801		2.6%		28,421		3.6%		8,621		43.5%		6,316		450%		3,682		0.4%		7,762		0.8%		4,080		110.8%		7,157		108%		23,483		1.4%		36,183		2.1%		12,700		54.1%		13,473		269%

				経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				特別利益 トクベツ リエキ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ー		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				法人税等 ホウジンゼイトウ						501		0.1%		△ 30,171		△ 3.9%		△ 30,672		△ 6,122.3%		410		-7366%		6,970		0.7%		450		0.0%		△ 6,521		△ 93.5%		410		110%		7,471		0.4%		△ 29,722		△ 1.7%		△ 37,193		△ 497.8%		819		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 170,790		△ 22.7%		△ 71,766		△ 9.2%		99,024		△ 58.0%		17,257		ー		91,990		9.5%		20,624		2.2%		△ 71,366		△ 77.6%		74,978		28%		△ 78,800		△ 4.6%		△ 51,142		△ 3.0%		27,658		△ 35.1%		92,236		-





売上



										上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						セキュリティ監査・コンサル カンサ				357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								ESｺﾝｻﾙ		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%

						脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%

								AAMS		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

								SOC		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

								ES		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ES関連 カンレン		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%






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						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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク						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				1,707,500		1,718,295						3,700,000		46.1%		3,346,517

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358,296		357,459						838,392		42.7%		763,985

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466,300		453,888						976,810		47.7%		899,885

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882,904		906,948						1,884,797		46.8%		1,682,647

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385,229		1,417,330						2,836,145		48.8%		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				366,964		348,810						678,855		54.1%		613,699

						営業利益 エイギョウ リエキ				(46,303)		(47,845)						185,000		ー		181,156

								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				(82,472)		(71,328)						155,461		ー		154,809

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

						期間純損益 キカン ジュンソンエキ				(62,142)		(78,800)						134,316		ー		172,392



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		計画比 ケイカク ヒ				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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		差異 サイ		率 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				1,707		1,718		△ 11		△0.6%		3,700		46.1%		3,346

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358		357		1		0.3%		838		42.7%		763

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466		453		13		2.9%		976		47.7%		899

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882		906		△ 24		△2.6%		1,884		46.8%		1,682

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385		1,417		△ 32		△2.3%		2,836		48.8%		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				366		348		18		5.2%		678		54.1%		613

						営業利益 エイギョウ リエキ				△ 46		△ 47		1		-		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				△ 82		△ 71		△ 11		-		155		-		154

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

						期間純利益 キカン ジュンリエキ				△ 62		△ 78		16		-		134		-		172





コメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		前年同期より増収だが、計画にはわずかに未達 ゼンネン ドウキ ゾウシュウ ケイカク ミタツ

										セキュリティ監査・コンサルティング		他社リプレイス見込み分の未達があるも、計画を上回る タシャ ミコ ブン ミタツ ケイカク ウワマワ

										脆弱性診断		9月、12月のピーク時が好調、計画も前年実績も上回る ガツ ガツ ジ コウチョウ ケイカク ゼンネン ジッセキ ウワマワ

										情報漏えいIT対策		標的訓練等の新規積上げで前年実績上回るも計画には未達 ヒョウテキ クンレン トウ シンキ ツミア ゼンネン ジッセキ ウワマワ ケイカク ミタツ

								営業利益		診断業務の効率化推進に伴う、ピーク時の外注費抑制/残業減等により、売上未達分を補い、計画達成 シンダン ギョウム コウリツカ スイシン トモナ ジ ガイチュウ ヒ ヨクセイ ザンギョウ ゲン トウ ウリアゲ ミタツ ブン オギナ ケイカク タッセイ

								経常利益		メールシステムのリース増に伴い支払い利息増、株式公開費用の増加等により計画未達 ゾウ トモナ シハラ リソク ゾウ カブシキ コウカイ ヒヨウ ゾウカ トウ ケイカク ミタツ

								期間純利益 キカン ジュン リエキ		税引前利益（△82)に対する税効果会計の影響（△22）により計画を上回る ゼイビ マエ リエキ タイ ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ケイカク ウワマワ





PL

										実績 ジッセキ		計画 ケイカク		差異 サイ		理由 リユウ

						売上高				1,707,500		1,718,295		(10,795)		標的訓練、PCI他社リプレイス未達 ヒョウテキ クンレン タシャ ミタツ

						売上原価				1,385,228		1,417,330		(32,102)		診断業務委託減（▲20M）、残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） シンダン ギョウム イタク ゲン ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

						売上総利益 				322,271		300,965		21,306

						販売費及び一般管理費 				368,574		348,810		19,764		支払手数料（+6M）、租税公課（+9M）、管理系人件費増（+3M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

						営業損失（△） 				(46,303)		(47,845)		1,542

						営業外収益

								受取利息		13

								その他		0

						営業外収益合計				14

						営業外費用

								支払利息 		11,535		7,890		3,645		メールサービスリース増(2.5M） ゾウ

								為替差損		2,531				2,531

								株式公開費用 		22,116		15,593		6,523		市場変更等 シジョウ ヘンコウ トウ

						営業外費用合計				36,183		23,483		12,700

						経常損失（△）				(82,472)		(71,328)		(11,144)

						税引前四半期純損失（△） 				(82,472)

						法人税等 				20,329		7,471		12,858		税効果戻り+22M ゼイ コウカ モド

						四半期純損失（△） 				(62,142)		(78,799)		16,657





PL詳細



										１Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		２Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		966,117		100.0%		923,847		100.0%		△ 42,271		△ 4.4%		872,765		106%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						AAMS				174,213		23.2%		174,133		22.2%		△ 80		△ 0.0%		161,340		108%		175,088		18.1%		174,051		18.8%		△ 1,038		△ 0.6%		158,898		110%		349,302		20.3%		348,184		20.4%		△ 1,118		△ 0.3%		320,238		109%

								AAMS		170,053		22.6%		169,260		21.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		171,364		17.7%		169,189		18.3%		△ 2,175		△ 1.3%		152,126		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		4,160		0.6%		4,873		0.6%		713		17.1%		6,262		78%		3,725		0.4%		4,861		0.5%		1,137		30.5%		6,772		72%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

						Security Service				173,395		23.1%		199,881		25.5%		26,486		15.3%		180,001		111%		280,493		29.0%		266,419		28.8%		△ 14,073		△ 5.0%		236,300		113%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		140,335		18.7%		164,759		21.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		239,105		24.7%		229,273		24.8%		△ 9,832		△ 4.1%		197,696		116%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		30,991		4.1%		32,707		4.2%		1,716		5.5%		29,971		109%		39,449		4.1%		34,701		3.8%		△ 4,748		△ 12.0%		36,255		96%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		2,069		0.3%		2,415		0.3%		346		16.7%		2,280		106%		1,939		0.2%		2,445		0.3%		506		26.1%		2,350		104%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				131,608		17.5%		138,904		17.7%		7,295		5.5%		188,520		74%		208,747		21.6%		194,447		21.0%		△ 14,300		△ 6.9%		240,528		81%		340,356		19.8%		333,351		19.5%		△ 7,005		△ 2.1%		429,048		78%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		105,906		14.1%		108,698		13.9%		2,792		2.6%		166,604		65%		178,802		18.5%		179,388		19.4%		586		0.3%		175,121		102%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		25,702		3.4%		30,206		3.9%		4,503		17.5%		21,916		137.8%		29,945		3.1%		15,059		1.6%		△ 14,886		△ 49.7%		65,408		23.0%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		51.8%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

						Management Service				197,997		26.3%		198,282		25.3%		285		0.1%		180,937		110%		231,172		23.9%		209,768		22.7%		△ 21,404		△ 9.3%		194,814		108%		429,169		25.0%		408,050		23.9%		△ 21,118		△ 4.9%		375,751		109%

								SOC		103,235		13.7%		113,259		14.5%		10,024		9.7%		105,840		107%		109,248		11.3%		116,837		12.6%		7,589		6.9%		106,138		110%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		41,498		5.5%		42,902		5.5%		1,404		3.4%		39,097		110%		44,678		4.6%		42,608		4.6%		△ 2,070		△ 4.6%		41,175		103%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		43,646		5.8%		33,023		4.2%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		66,540		6.9%		41,333		4.5%		△ 25,207		△ 37.9%		38,862		106%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		9,618		1.3%		9,079		1.2%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		9,788		1.0%		8,990		1.0%		△ 798		△ 8.2%		7,745		116%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		918		0.1%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		894		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

						Enterprise Service				74,935		10.0%		72,444		9.2%		△ 2,491		△ 3.3%		52,279		139%		70,589		7.3%		79,133		8.6%		8,545		12.1%		42,056		188%		145,524		8.5%		151,577		8.9%		6,053		4.2%		94,335		161%

								ES		25,337		3.4%		23,726		3.0%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		30,256		3.1%		35,726		3.9%		5,470		18.1%		16,240		220%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ESｺﾝｻﾙ		41,207		5.5%		38,617		4.9%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		150.9%		31,545		3.3%		31,594		3.4%		49		0.2%		18,975		166.5%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		157.6%

								ES関連 カンレン		8,391		1.1%		10,101		1.3%		1,709		20.4%		6,687		151%		8,788		0.9%		11,813		1.3%		3,025		34.4%		6,841		173%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		169		17%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ						721,566		95.9%		681,461		87.0%		△ 40,105		△ 5.6%		597,828		114%		695,764		72.0%		703,767		76.2%		8,003		1.2%		652,438		108%		1,417,330		82.5%		1,385,229		81.1%		△ 32,102		△ 2.3%		1,250,266		111%

						直接原価 チョクセツ ゲンカ				309,686		41.2%		297,138		37.9%		△ 12,548		△ 4.1%		255,680		116%		284,502		29.4%		286,014		31.0%		1,513		0.5%		272,548		105%		594,187		34.6%		583,152		34.2%		△ 11,036		△ 1.9%		528,228		110%

								AAMS		98,699		13.1%		101,745		13.0%		3,046		3.1%		109,625		93%		99,653		10.3%		97,289		10.5%		△ 2,364		△ 2.4%		98,861		98%		198,352		11.5%		199,034		11.7%		682		0.3%		208,485		95%

								Security Service		52,943		7.0%		47,303		6.0%		△ 5,640		△ 10.7%		30,727		154%		53,108		5.5%		40,760		4.4%		△ 12,347		△ 23.2%		38,019		107%		106,050		6.2%		88,063		5.2%		△ 17,987		△ 17.0%		68,747		128%		診断外注費抑制（▲20M） シンダン ガイチュウヒ ヨクセイ

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		20,450		2.7%		20,817		2.7%		367		1.8%		16,921		123%		11,170		1.2%		17,912		1.9%		6,742		60.4%		29,260		61%		31,619		1.8%		38,729		2.3%		7,110		22.5%		46,181		84%

								Management Service		112,756		15.0%		102,542		13.1%		△ 10,214		△ 9.1%		84,004		122%		100,127		10.4%		102,852		11.1%		2,725		2.7%		86,897		118%		212,884		12.4%		205,394		12.0%		△ 7,490		△ 3.5%		170,902		120%

								Enterprise Service		24,828		3.3%		24,731		3.2%		△ 98		△ 0.4%		14,402		172%		20,444		2.1%		27,201		2.9%		6,757		33.1%		19,511		139%		45,272		2.6%		51,932		3.0%		6,659		14.7%		33,913		153%

								その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-

						間接原価 カンセツ ゲンカ				411,880		54.8%		384,324		49.0%		△ 27,557		△ 6.7%		342,148		112%		411,262		42.6%		417,753		45.2%		6,491		1.6%		379,891		110%		823,143		47.9%		802,077		47.0%		△ 21,066		△ 2.6%		722,039		111%		残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						30,611		4.1%		102,192		13.0%		71,581		233.8%		166,071		62%		270,353		28.0%		220,079		23.8%		△ 50,274		△ 18.6%		220,327		100%		300,965		17.5%		322,271		18.9%		21,307		7.1%		386,398		83%

				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						181,100		24.1%		175,715		22.4%		△ 5,385		△ 3.0%		142,123		124%		167,710		17.4%		191,249		20.7%		23,539		14.0%		137,758		139%		348,810		20.3%		366,964		21.5%		18,154		5.2%		279,881		131%		支払手数料（6M）、租税公課（9M）、管理系人件費増（３M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

				営業利益 エイギョウ リエキ						△ 150,488		△ 20.0%		△ 73,523		△ 9.4%		76,965		△ 51.1%		23,948		-		102,643		10.6%		28,830		3.1%		△ 73,813		△ 71.9%		82,569		35%		△ 47,845		△ 2.8%		△ 44,693		△ 2.6%		3,153		△ 6.6%		106,517		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						0		0.0%		7		0.0%		7		-		34		20%		0		0.0%		6		0.0%		6		-		△ 24		-25%		0		0.0%		13		0.0%		13		-		11		117%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						19,801		2.6%		28,421		3.6%		8,621		43.5%		6,316		450%		3,682		0.4%		7,762		0.8%		4,080		110.8%		7,157		108%		23,483		1.4%		36,183		2.1%		12,700		54.1%		13,473		269%

				経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				特別利益 トクベツ リエキ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ー		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				法人税等 ホウジンゼイトウ						501		0.1%		△ 30,171		△ 3.9%		△ 30,672		△ 6,122.3%		410		-7366%		6,970		0.7%		450		0.0%		△ 6,521		△ 93.5%		410		110%		7,471		0.4%		△ 29,722		△ 1.7%		△ 37,193		△ 497.8%		819		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 170,790		△ 22.7%		△ 71,766		△ 9.2%		99,024		△ 58.0%		17,257		ー		91,990		9.5%		20,624		2.2%		△ 71,366		△ 77.6%		74,978		28%		△ 78,800		△ 4.6%		△ 51,142		△ 3.0%		27,658		△ 35.1%		92,236		-





売上



										上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						セキュリティ監査・コンサル カンサ				357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								ESｺﾝｻﾙ		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%

						脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%

								AAMS		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

								SOC		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

								ES		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ES関連 カンレン		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%
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単位：（百万円）

公募増資による自己資本比率の上昇により、財務体質はより強固に

前期末 2019年6月期
2Q末 前期末比

流動資産 932 1,078 115.6%
306 423 137.9%

固定資産 714 895 125.4%
資産合計 1,646 1,972 119.8%
流動負債 833 770 92.4%
固定負債 419 508 121.1%
負債合計 1,252 1,278 102.0%
純資産合計 394 695 176.4%
負債・純資産合計 1,646 1,972 119.8%

（自己資本比率） 23.9% 35.2%

科目

　　うち現預金


CF

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		399,708,091		414,132,242		(29,894,621)		(444,026,863)

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(164,363,378)		(197,417,320)		(159,781,283)		37,636,037

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		(19,940,162)		(178,249,906)		306,110,256		484,360,162

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		216,544,871		38,382,284		116,201,918		77,819,634

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		51,382,226		267,927,097		306,309,381		38,382,284

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		267,927,097		306,309,381		422,511,299		116,201,918

								科目 カモク

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ





BS

						流動資産 リュウドウ シサン				932,319,858		1,077,651,159				145,331,301

								うち現預金 ゲンヨキン		306,309,381		422,511,301				116,201,920

						固定資産 コテイ シサン				713,813,535		894,771,758				180,958,223

						資産合計 シサン ゴウケイ				1,646,133,393		1,972,422,917				326,289,524

						流動負債 リュウドウ フサイ				832,959,909		769,609,249				(63,350,660)

						固定負債 コテイ フサイ				419,488,758		508,165,152				88,676,394

						負債合計 フサイ ゴウケイ				1,252,448,667		1,277,774,401				25,325,734

						純資産 ジュンシサン				393,684,726		694,648,516				300,963,790

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,646,133,393		1,972,422,917				326,289,524

						科目 カモク				前期末 ゼン マツ		2019年6月期2Q末 ネン ガツキ マツ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		前期末増減 ゼンキマツ ゾウゲン

						流動資産				932		1,078		115.6%		＋ 145

						　　うち現預金				306		423		137.9%		＋ 116

						固定資産				714		895		125.4%		＋ 181

						資産合計				1,646		1,972		119.8%		＋ 326

						流動負債				833		770		92.4%		△ 63

						固定負債				419		508		121.1%		＋ 89

						負債合計				1,252		1,278		102.0%		＋ 25

						純資産合計 ゴウケイ				394		695		176.4%		＋ 301

						負債・純資産合計				1,646		1,972		119.8%		＋ 326

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		23.9%		35.2%





PLサマリ

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク						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				1,707,500		1,718,295						3,700,000		46.1%		3,346,517

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358,296		357,459						838,392		42.7%		763,985

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466,300		453,888						976,810		47.7%		899,885

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882,904		906,948						1,884,797		46.8%		1,682,647

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385,229		1,417,330						2,836,145		48.8%		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				366,964		348,810						678,855		54.1%		613,699

						営業利益 エイギョウ リエキ				(46,303)		(47,845)						185,000		ー		181,156

								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				(82,472)		(71,328)						155,461		ー		154,809

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

						期間純損益 キカン ジュンソンエキ				(62,142)		(78,800)						134,316		ー		172,392



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		計画比 ケイカク ヒ				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

										2Q累計実績 ルイケイ ジッセキ		2Q累計計画 ルイケイ ケイカク		差異 サイ		率 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				1,707		1,718		△ 11		△0.6%		3,700		46.1%		3,346

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		358		357		1		0.3%		838		42.7%		763

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		466		453		13		2.9%		976		47.7%		899

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		882		906		△ 24		△2.6%		1,884		46.8%		1,682

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				1,385		1,417		△ 32		△2.3%		2,836		48.8%		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				366		348		18		5.2%		678		54.1%		613

						営業利益 エイギョウ リエキ				△ 46		△ 47		1		-		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				△ 82		△ 71		△ 11		-		155		-		154

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

						期間純利益 キカン ジュンリエキ				△ 62		△ 78		16		-		134		-		172





コメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		前年同期より増収だが、計画にはわずかに未達 ゼンネン ドウキ ゾウシュウ ケイカク ミタツ

										セキュリティ監査・コンサルティング		他社リプレイス見込み分の未達があるも、計画を上回る タシャ ミコ ブン ミタツ ケイカク ウワマワ

										脆弱性診断		9月、12月のピーク時が好調、計画も前年実績も上回る ガツ ガツ ジ コウチョウ ケイカク ゼンネン ジッセキ ウワマワ

										情報漏えいIT対策		標的訓練等の新規積上げで前年実績上回るも計画には未達 ヒョウテキ クンレン トウ シンキ ツミア ゼンネン ジッセキ ウワマワ ケイカク ミタツ

								営業利益		診断業務の効率化推進に伴う、ピーク時の外注費抑制/残業減等により、売上未達分を補い、計画達成 シンダン ギョウム コウリツカ スイシン トモナ ジ ガイチュウ ヒ ヨクセイ ザンギョウ ゲン トウ ウリアゲ ミタツ ブン オギナ ケイカク タッセイ

								経常利益		メールシステムのリース増に伴い支払い利息増、株式公開費用の増加等により計画未達 ゾウ トモナ シハラ リソク ゾウ カブシキ コウカイ ヒヨウ ゾウカ トウ ケイカク ミタツ

								期間純利益 キカン ジュン リエキ		税引前利益（△82)に対する税効果会計の影響（△22）により計画を上回る ゼイビ マエ リエキ タイ ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ケイカク ウワマワ





PL

										実績 ジッセキ		計画 ケイカク		差異 サイ		理由 リユウ

						売上高				1,707,500		1,718,295		(10,795)		標的訓練、PCI他社リプレイス未達 ヒョウテキ クンレン タシャ ミタツ

						売上原価				1,385,228		1,417,330		(32,102)		診断業務委託減（▲20M）、残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） シンダン ギョウム イタク ゲン ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

						売上総利益 				322,271		300,965		21,306

						販売費及び一般管理費 				368,574		348,810		19,764		支払手数料（+6M）、租税公課（+9M）、管理系人件費増（+3M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

						営業損失（△） 				(46,303)		(47,845)		1,542

						営業外収益

								受取利息		13

								その他		0

						営業外収益合計				14

						営業外費用

								支払利息 		11,535		7,890		3,645		メールサービスリース増(2.5M） ゾウ

								為替差損		2,531				2,531

								株式公開費用 		22,116		15,593		6,523		市場変更等 シジョウ ヘンコウ トウ

						営業外費用合計				36,183		23,483		12,700

						経常損失（△）				(82,472)		(71,328)		(11,144)

						税引前四半期純損失（△） 				(82,472)

						法人税等 				20,329		7,471		12,858		税効果戻り+22M ゼイ コウカ モド

						四半期純損失（△） 				(62,142)		(78,799)		16,657





PL詳細



										１Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		２Q累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		966,117		100.0%		923,847		100.0%		△ 42,271		△ 4.4%		872,765		106%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						AAMS				174,213		23.2%		174,133		22.2%		△ 80		△ 0.0%		161,340		108%		175,088		18.1%		174,051		18.8%		△ 1,038		△ 0.6%		158,898		110%		349,302		20.3%		348,184		20.4%		△ 1,118		△ 0.3%		320,238		109%

								AAMS		170,053		22.6%		169,260		21.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		171,364		17.7%		169,189		18.3%		△ 2,175		△ 1.3%		152,126		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		4,160		0.6%		4,873		0.6%		713		17.1%		6,262		78%		3,725		0.4%		4,861		0.5%		1,137		30.5%		6,772		72%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

						Security Service				173,395		23.1%		199,881		25.5%		26,486		15.3%		180,001		111%		280,493		29.0%		266,419		28.8%		△ 14,073		△ 5.0%		236,300		113%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		140,335		18.7%		164,759		21.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		239,105		24.7%		229,273		24.8%		△ 9,832		△ 4.1%		197,696		116%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		30,991		4.1%		32,707		4.2%		1,716		5.5%		29,971		109%		39,449		4.1%		34,701		3.8%		△ 4,748		△ 12.0%		36,255		96%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		2,069		0.3%		2,415		0.3%		346		16.7%		2,280		106%		1,939		0.2%		2,445		0.3%		506		26.1%		2,350		104%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				131,608		17.5%		138,904		17.7%		7,295		5.5%		188,520		74%		208,747		21.6%		194,447		21.0%		△ 14,300		△ 6.9%		240,528		81%		340,356		19.8%		333,351		19.5%		△ 7,005		△ 2.1%		429,048		78%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		105,906		14.1%		108,698		13.9%		2,792		2.6%		166,604		65%		178,802		18.5%		179,388		19.4%		586		0.3%		175,121		102%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		25,702		3.4%		30,206		3.9%		4,503		17.5%		21,916		137.8%		29,945		3.1%		15,059		1.6%		△ 14,886		△ 49.7%		65,408		23.0%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		51.8%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

						Management Service				197,997		26.3%		198,282		25.3%		285		0.1%		180,937		110%		231,172		23.9%		209,768		22.7%		△ 21,404		△ 9.3%		194,814		108%		429,169		25.0%		408,050		23.9%		△ 21,118		△ 4.9%		375,751		109%

								SOC		103,235		13.7%		113,259		14.5%		10,024		9.7%		105,840		107%		109,248		11.3%		116,837		12.6%		7,589		6.9%		106,138		110%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		41,498		5.5%		42,902		5.5%		1,404		3.4%		39,097		110%		44,678		4.6%		42,608		4.6%		△ 2,070		△ 4.6%		41,175		103%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		43,646		5.8%		33,023		4.2%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		66,540		6.9%		41,333		4.5%		△ 25,207		△ 37.9%		38,862		106%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		9,618		1.3%		9,079		1.2%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		9,788		1.0%		8,990		1.0%		△ 798		△ 8.2%		7,745		116%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		918		0.1%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		894		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

						Enterprise Service				74,935		10.0%		72,444		9.2%		△ 2,491		△ 3.3%		52,279		139%		70,589		7.3%		79,133		8.6%		8,545		12.1%		42,056		188%		145,524		8.5%		151,577		8.9%		6,053		4.2%		94,335		161%

								ES		25,337		3.4%		23,726		3.0%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		30,256		3.1%		35,726		3.9%		5,470		18.1%		16,240		220%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ESｺﾝｻﾙ		41,207		5.5%		38,617		4.9%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		150.9%		31,545		3.3%		31,594		3.4%		49		0.2%		18,975		166.5%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		157.6%

								ES関連 カンレン		8,391		1.1%		10,101		1.3%		1,709		20.4%		6,687		151%		8,788		0.9%		11,813		1.3%		3,025		34.4%		6,841		173%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		169		17%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%

				売上原価 ウリアゲ ゲンカ						721,566		95.9%		681,461		87.0%		△ 40,105		△ 5.6%		597,828		114%		695,764		72.0%		703,767		76.2%		8,003		1.2%		652,438		108%		1,417,330		82.5%		1,385,229		81.1%		△ 32,102		△ 2.3%		1,250,266		111%

						直接原価 チョクセツ ゲンカ				309,686		41.2%		297,138		37.9%		△ 12,548		△ 4.1%		255,680		116%		284,502		29.4%		286,014		31.0%		1,513		0.5%		272,548		105%		594,187		34.6%		583,152		34.2%		△ 11,036		△ 1.9%		528,228		110%

								AAMS		98,699		13.1%		101,745		13.0%		3,046		3.1%		109,625		93%		99,653		10.3%		97,289		10.5%		△ 2,364		△ 2.4%		98,861		98%		198,352		11.5%		199,034		11.7%		682		0.3%		208,485		95%

								Security Service		52,943		7.0%		47,303		6.0%		△ 5,640		△ 10.7%		30,727		154%		53,108		5.5%		40,760		4.4%		△ 12,347		△ 23.2%		38,019		107%		106,050		6.2%		88,063		5.2%		△ 17,987		△ 17.0%		68,747		128%		診断外注費抑制（▲20M） シンダン ガイチュウヒ ヨクセイ

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		20,450		2.7%		20,817		2.7%		367		1.8%		16,921		123%		11,170		1.2%		17,912		1.9%		6,742		60.4%		29,260		61%		31,619		1.8%		38,729		2.3%		7,110		22.5%		46,181		84%

								Management Service		112,756		15.0%		102,542		13.1%		△ 10,214		△ 9.1%		84,004		122%		100,127		10.4%		102,852		11.1%		2,725		2.7%		86,897		118%		212,884		12.4%		205,394		12.0%		△ 7,490		△ 3.5%		170,902		120%

								Enterprise Service		24,828		3.3%		24,731		3.2%		△ 98		△ 0.4%		14,402		172%		20,444		2.1%		27,201		2.9%		6,757		33.1%		19,511		139%		45,272		2.6%		51,932		3.0%		6,659		14.7%		33,913		153%

								その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-

						間接原価 カンセツ ゲンカ				411,880		54.8%		384,324		49.0%		△ 27,557		△ 6.7%		342,148		112%		411,262		42.6%		417,753		45.2%		6,491		1.6%		379,891		110%		823,143		47.9%		802,077		47.0%		△ 21,066		△ 2.6%		722,039		111%		残業等労務費減（▲16M）、開発投資遅れ（▲23M）、他勘定振替減（＋12M)、出張増（＋6M） ザンギョウ トウ ロウムヒ ゲン カイハツ トウシ オク タ カンジョウ フリカエ ゲン シュッチョウ ゾウ

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						30,611		4.1%		102,192		13.0%		71,581		233.8%		166,071		62%		270,353		28.0%		220,079		23.8%		△ 50,274		△ 18.6%		220,327		100%		300,965		17.5%		322,271		18.9%		21,307		7.1%		386,398		83%

				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						181,100		24.1%		175,715		22.4%		△ 5,385		△ 3.0%		142,123		124%		167,710		17.4%		191,249		20.7%		23,539		14.0%		137,758		139%		348,810		20.3%		366,964		21.5%		18,154		5.2%		279,881		131%		支払手数料（6M）、租税公課（9M）、管理系人件費増（３M） シハラ テスウリョウ ソゼイコウカ カンリ ケイ ジンケンヒ ゾウ

				営業利益 エイギョウ リエキ						△ 150,488		△ 20.0%		△ 73,523		△ 9.4%		76,965		△ 51.1%		23,948		-		102,643		10.6%		28,830		3.1%		△ 73,813		△ 71.9%		82,569		35%		△ 47,845		△ 2.8%		△ 44,693		△ 2.6%		3,153		△ 6.6%		106,517		-

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						0		0.0%		7		0.0%		7		-		34		20%		0		0.0%		6		0.0%		6		-		△ 24		-25%		0		0.0%		13		0.0%		13		-		11		117%

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						19,801		2.6%		28,421		3.6%		8,621		43.5%		6,316		450%		3,682		0.4%		7,762		0.8%		4,080		110.8%		7,157		108%		23,483		1.4%		36,183		2.1%		12,700		54.1%		13,473		269%

				経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				特別利益 トクベツ リエキ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ー		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 170,289		△ 22.6%		△ 101,937		△ 13.0%		68,352		△ 40.1%		17,667		ー		98,961		10.2%		21,074		2.3%		△ 77,887		△ 78.7%		75,388		28%		△ 71,328		△ 4.2%		△ 80,863		△ 4.7%		△ 9,535		13.4%		93,055		-

				法人税等 ホウジンゼイトウ						501		0.1%		△ 30,171		△ 3.9%		△ 30,672		△ 6,122.3%		410		-7366%		6,970		0.7%		450		0.0%		△ 6,521		△ 93.5%		410		110%		7,471		0.4%		△ 29,722		△ 1.7%		△ 37,193		△ 497.8%		819		-

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 170,790		△ 22.7%		△ 71,766		△ 9.2%		99,024		△ 58.0%		17,257		ー		91,990		9.5%		20,624		2.2%		△ 71,366		△ 77.6%		74,978		28%		△ 78,800		△ 4.6%		△ 51,142		△ 3.0%		27,658		△ 35.1%		92,236		-





売上



										上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン

										計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ						1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%

						セキュリティ監査・コンサル カンサ				357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%

								PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%

								ESｺﾝｻﾙ		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%

						脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%

								S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		9，12月のピーク時好調 ガツ ジ コウチョウ

								CPE/CD/CDE		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%

								ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%

						情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%

								AAMS		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%

								AAMSその他 タ		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%

								SOC		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%

								MARS		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%

								SOCその他 タ		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		標的訓練の新規積上（計画37M）の未達 ヒョウテキ クンレン シンキ ツミア ケイカク ミタツ

								MS関連 カンレン		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%

								MSその他 タ		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%

								PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		他社リプレイス予定（計画25M）の未達 タシャ ヨテイ ケイカク ミタツ

								ES		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%

								ES関連 カンレン		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%

								その他 タ		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%
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2019年6月期 第2四半期 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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会社概要

（2019年1月現在）

会社名

株式会社ブロードバンドセキュリティ
(略称：BBSec)

BroadBand Security, Inc.

本社所在地

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 (〒160-0023)

URL

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

設立

2000年11月30日

資本金

2億8,169万円

決算期

6月

株式公開情報

市場：東京証券取引所JASDAQスタンダード市場
上場日：2018年9月26日
株式コード：4398

従業員数

186名

代表者

代表取締役社長 持塚 朗

事業内容

1. セキュリティ監査・コンサルティングサービス
2. 脆弱性診断サービス
3. 情報漏洩IT対策サービス

事業所

国内：天王洲オフィス、大阪支店、名古屋支店
海外：韓国支店
オペレーションセンター： 東京都内
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会社沿革

2000
会社設立

2005
セキュリティ
サービス開始

2009
セキュリティ

特化

2012
グローバル化

2016
統合

サービス化

2018
公開企業化

2000年、国内ブロー
ドバンド網の相互接続
インフラを提供すべく
会社を設立
-----------------------
2000年11月
会社設立（社名：㈱ブロー
ドバンドエクスチェンジ）

2004年10月
合併によりネットワーク監
視事業を追加

2004年10月
大阪支店設立

2005年にセキュアメ
ール、2006年に診断
サービスなど、セキュ
リティサービス開始
-----------------------
2005年8月
セキュアメールASPサービ
スを開始

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

2007年1月
「SQAT」情報システム品
質分析サービスを提供開始

2008年5月
PCI DSSの認定審査機関
「QSAC」認定取得

2012年、国内企業の
海外支社を支援するた
め、韓国支店オープン

-----------------------
2012年3月
韓国営業所（現韓国支店）
開設

2013年3月
デジタルフォレンジック事
業開始

2013年10月
モダンマルウェア検知サー
ビス「MARS」を提供開始

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

2009年、サービスを
再整理し、セキュリテ
ィ事業に特化

-----------------------
2009年1月
デイリー脆弱性診断サービ
スを提供開始

2009年2月
BEXサービスを事業譲渡

2009年4月
セキュリティオペレーショ
ンセンター（SOC）開設

2009年4月
PCI DSS準拠支援サービス
を提供開始

2011年2月
企業向けセキュリティ相談
センター開設

2018年、顧客の基幹
部分に触れるセキュリ
ティサービス事業者と
して上場を選択
-----------------------
2018年5月
PCI 3DS準拠支援コンサル
ティング・審査サービスを
開始

2018年9月
東京証券取引所JASDAQ（
スタンダード）市場への新
規上場

2016年、企業経営全
体のセキュリティ対策
を支援する企業へと事
業を拡大
-----------------------
2016年4月
名古屋支店開設

2016年5月
PCI DSSオンサイト評価サ
ービスを米国、ヨーロッパ
に拡大

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

2017年5月
インターネット分離サービ
ス提供開始

2017年10月
パブリッククラウド向けセ
キュリティ診断サービスを
開始
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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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高い技術力

2
QSA
(P2PE)s

26
QSAs

21
CISSPs

15
CISAs

7
SCs

6
AQSAs

8
CISMs

2
3DSs

2
GCFAs

1
GCIH

1
CGEIT

2
GCFEs

1
CRISC

2019年2月現在

QSA: Qualified Security Assessor
AQSA: Associate Qualified Security Assessor
QSA(P2PE): QSA (Point-to-Point Encryption
3DS: 3-D Secure Assessor
認証機関:PCI Security Standards Council

SC: 情報処理安全確保支援士
認証機関:経済産業省

CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional
CISA: Certified Information Systems Auditor
CISM: Certified Information Security Manager
CGEIT: Certified in the Governance of Enterprise IT
CRISC: Certified in Risk and Information Systems 
Control
認証機関:Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA)

GCFA: Certified Forensic Analyst
GCIH: Certified Incident Handler
GCFE: Certified Forensic Examiner
認証機関:Global Information Assurance Certification

各種公的資格をもつ技術者が多数在籍。多角的にお客様のセキュリティ対策を検証。
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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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当社売上高
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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
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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
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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
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AI及び相関分析ルール
による絞込
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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/
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2019年6月期 第2四半期 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 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）に上場

9月 一般社団法人 日本ハッカー協会に賛助会員登録

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 ポータルサイトでのPCI DSS準拠支援サービスを開始

12月 セキュリティログ分析・活用支援サービスを拡充

1月 エンドポイントセキュリティ運用支援サービスを開始



16
© 2019 BroadBand Security, Inc.

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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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26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2019年1月末
時点で26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。

２6
QSA有資格者

２４６
PCI DSS準拠認定

付与案件数

８８
PCI DSS準拠認定

付与企業数

（2019年1月末現在）
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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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ポータルサイトでのPCI DSS準拠支援サービスを開始

クレジットカードの国際的なセキュリティ基準であるPCI DSS（Payment Card 
Industry Data Security Standard）について、SAQ(自己問診) 支援のポータル
サイト「Smart SAQ Online」（日本語版）サービスを開始。
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セキュリティログ分析・活用支援サービスを拡充

企業をサイバー攻撃から守るために、蓄積されている各種ログの分析や有効活用に
向けたコンサルティング、統合ログ管理・分析システム(SIEM)の導入からその運用
までを包括的に支援する総合サービスを提供。

サービス全体構成

検証・可視化フェーズ

24/365 運用フェーズ
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エンドポイントセキュリティ運用支援サービスを開始

従来型アンチウイルス製品では検知が困難な、ファイルレス攻撃等の増加を背景と
する顧客ニーズに応えるため、エンドポイントのサイバーセキュリティ対策を支援するサ
ービス「EDR-MSS for CB Defense」を開始。

＜サービスの特長＞

従来型アンチウイルス製品のリプレイスが可能

難易度の高いCB Defenseの設定を支援

迅速な運用支援によるリスクの最小化

お客様の運用負担軽減

重大インシデントへの柔軟かつ連携した対応
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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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