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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 853 - 192 - 193 - 127 -

2020年12月期第２四半期 - - - - - - - -

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 127百万円（-％） 2020年12月期第２四半期 -百万円（-％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第２四半期 13.72 13.44

2020年12月期第２四半期 - -

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 1,713 896 52.3

2020年12月期 1,499 664 44.3

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 896百万円 2020年12月期 664百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期（予想） － 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,790 50.0 250 32.8 247 43.5 179 33.7 19.28

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2020年12月期連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、2021年12月期第２四半期の対前年同
四半期増減率並びに2020年12月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 9,358,544株 2020年12月期 9,313,200株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ －株 2020年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 9,323,772株 2020年12月期２Ｑ 9,105,670株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料P.７「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社グループとして約束する趣旨のものではありません。ま

た、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る

対前年同四半期増減率との比較分析は記載しておりません。

（１）経営成績に関する説明

　当社グループは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、サイバー 

セキュリティに関する社会課題を解決し、社会へ付加価値を提供すべく事業に取り組んでおります。

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの主力サービスであるクラウド型WAF「攻撃遮断くん」と

「WafCharm」は、課金ユーザーが順調に増加したことにより、売上高が拡大いたしました。加えて、2020年12月に

子会社化した脆弱性管理サービス「SIDfm」と「脆弱性診断」を提供する株式会社ソフテックの業績が、当第１四

半期連結累計期間より寄与しております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高853,211千円、営業利益192,761千

円、経常利益193,023千円、親会社株主に帰属する四半期純利益127,932千円となりました。

なお、当社グループはサイバーセキュリティ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して 

おります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は1,250,161千円となり、前連結会計年度末に比べ151,746千円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が143,856千円増加したことによるものであります。固定資産は463,826

千円となり、前連結会計年度末に比べ63,056千円増加いたしました。これは有形固定資産が629千円減少、無形固

定資産が11,914千円減少した一方で、投資その他の資産が75,600千円増加したことによるものであります。

　この結果、総資産は、1,713,987千円となり、前連結会計年度末に比べ214,802千円増加いたしました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は643,600千円となり、前連結会計年度末に比べ1,871千円減少い

たしました。これは主に短期借入金が20,000千円減少した一方で、前受金が38,416千円増加したことによるもので

あります。固定負債は173,502千円となり、前連結会計年度末に比べ15,671千円減少いたしました。これは主に長

期借入金が14,280千円減少したことによるものであります。

　この結果、負債合計は817,102千円となり、前連結会計年度末に比べ17,543千円減少いたしました。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は896,884千円となり、前連結会計年度末に比べ232,346千円増加い

たしました。これは主に利益剰余金が127,932千円増加したことによるものであります。

(３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べて143,856千円増加し、1,042,907千円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られた資金は、179,024千円となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益193,023

千円の計上、売上債権の減少額17,567千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によって得られた資金はありません。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によって使用した資金は、35,167千円となりました。その内訳は、短期借入金の返済による支出

20,000千円、長期借入金の返済による支出18,172千円であります。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の業績予想につきましては、2021年２月12日に公表した内容から変更ありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 899,050 1,042,907

売掛金 124,920 145,769

その他 74,443 61,484

流動資産合計 1,098,414 1,250,161

固定資産

有形固定資産 15,742 15,112

無形固定資産

のれん 253,251 240,589

その他 75,955 76,703

無形固定資産合計 329,207 317,292

投資その他の資産 55,820 131,421

固定資産合計 400,770 463,826

資産合計 1,499,184 1,713,987

負債の部

流動負債

買掛金 25,149 26,354

短期借入金 240,000 220,000

1年内返済予定の長期借入金 35,216 31,324

未払法人税等 27,521 72,235

賞与引当金 2,041 2,898

前受金 129,727 168,143

その他 185,815 122,643

流動負債合計 645,472 643,600

固定負債

長期借入金 169,060 154,780

その他 20,113 18,722

固定負債合計 189,173 173,502

負債合計 834,646 817,102

純資産の部

株主資本

資本金 334,295 386,501

資本剰余金 325,295 377,501

利益剰余金 4,948 132,881

株主資本合計 664,538 896,884

純資産合計 664,538 896,884

負債純資産合計 1,499,184 1,713,987

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 853,211

売上原価 250,494

売上総利益 602,716

販売費及び一般管理費 409,954

営業利益 192,761

営業外収益

受取利息 5

為替差益 3,285

その他 198

営業外収益合計 3,488

営業外費用

支払利息 1,304

支払手数料 506

株式交付費 1,415

営業外費用合計 3,226

経常利益 193,023

税金等調整前四半期純利益 193,023

法人税等 65,091

四半期純利益 127,932

親会社株主に帰属する四半期純利益 127,932

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 127,932

四半期包括利益 127,932

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 127,932

非支配株主に係る四半期包括利益 －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 193,023

減価償却費 4,871

のれん償却額 12,662

賞与引当金の増減額（△は減少） 857

受取利息 △5

株式報酬費用 3,333

支払利息 1,304

株式交付費 1,415

支払手数料 506

売上債権の増減額（△は増加） 17,567

仕入債務の増減額（△は減少） 1,204

未払金の増減額（△は減少） △47,955

未払費用の増減額（△は減少） △1,518

未払消費税等の増減額（△は減少） 71

その他 △10,023

小計 177,316

利息の受取額 5

利息の支払額 △1,159

コミットメントフィーの支払額 △349

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,211

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △20,000

長期借入金の返済による支出 △18,172

株式の発行による支出 △1,415

新株予約権の行使による株式の発行による収入 4,420

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,856

現金及び現金同等物の期首残高 899,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,042,907

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2021年３月31日

開催の第11期定時株主総会において承認可決されました。2021年５月21日付で譲渡制限付株式報酬として新株の

発行31,744株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ49,996千円増加しております。

　また、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ2,210千円増加しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間末において資本金386,501千円、資本準備金377,501千円となっておりま

す。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６月30日）

　当社グループは、サイバーセキュリティ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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