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FFRIセキュリティが目指す姿
 実現困難な課題を突破する技術力をコアに、日本発の研究開発型サイバーセキュリティ企業として

国家や企業・組織、個人が抱える課題を解決するソリューションを提供する

ナショナルセキュリティセクター

パブリックセクター

国家安全保障に関わる課題を解決

プライベートセクター

企業・組織 個人・小規模事業者官公庁 地方公共団体

ＦＦＲＩセキュリティの技術力

知見や技術を還元
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サイバー領域におけるナショナルセキュリティ ①

国家関連組織や重要インフラ企業を狙ったサイバー攻撃が世界中で発生するなど、サイバー攻撃が現代戦の重要な要素となりつつある
日本においても「平成 31 年度以降に係る防衛計画の大綱」（防衛大綱）でサイバー防衛能力の強化を従来とは抜本的に異なる速度で
変革を図っていくことを明言した

参考：令和元年版防衛白書より

サイバー攻撃に用いられる相手方のサイバー空間の
利用を妨げる能力を含め、サイバー防衛能力の抜本的強
化を図る ※令和元年版防衛白書より抜粋

①サイバーセキュリティ確保のための態勢整備
②最新のリスク、対応策及び技術動向の把握
③人材の育成・確保を行う
④政府全体への取組への寄与

国としての優位性を獲得する上で死活的に重要な領
域として、サイバー防衛能力の強化を進めている
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サイバー領域におけるナショナルセキュリティ ②

国家安全保障の問題解決能力を他国に依存するのはリスクが大きい
国内でセキュリティの基礎技術研究を行う、有力な研究開発ベンダーはほぼ当社のみ

議会 発電所 金融機関病院

標的とされる政府組織・重要インフラ

自国で問題解決できる技術力・人材の育成が急務

サイバー領域をめぐる国家間の争いが過熱

・国内でほぼ唯一、サイバー
セキュリティの基礎技術研究を行う
・サイバー攻撃対処技術や
リサーチ能力を有する

国内のセキュリティベンダー

・コア技術は海外より輸入
・セキュリティ技術の研究開発
はほぼ行われていない
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サイバー領域におけるナショナルセキュリティ ③

日本発、純国産のサイバーカンパニーとして大きな期待
政府主導の取り組みにより、中長期に渡って需要の増大が見込まれる
ナショナルセキュリティへ注力

創立以来磨き上げてきた高い技術力で、日本のサイバー領域における安全保障を実現する

純国産

日本発

高い技術力
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業績説明

Fourteenforty Research Institute
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業績サマリー

（単位：百万円）

区分 2021/3 3Q
（非連結）

2022/3 3Q
（連結） 増減比（％）

売上高 1,056 1,248 18.2
営業利益
(利益率：％)

109
(10.3)

9
(0.8) △91.0

経常利益
(利益率：％)

109
(10.4)

47
(3.8) △57.0

親会社株主に帰属する
当期純利益
(利益率：％)

79
(7.5)

30
(2.4) △67.8

 ナショナルセキュリティセクターへの注力を進め、将来の需要を取り込むための体制整備が進んでおり、
セキュリティエンジニアを中心に採用を強化しているため、採用費及び人件費等のコストが先行して発生している。

 セキュリティ・サービスの案件受注に必要な秘匿性の高い体制整備に時間を要したほか、新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により、
案件の遅延・失注するなど売上高・利益ともに計画を下回った。

（注）2022年３月期より連結決算に移行しているため、2021年3月期については非連結での業績を比較情報として記載しております。
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売上種類別の概況

ナショナル
セキュリティ
セクター

52 31 
0

400

800

2021/3 3Q 2022/3 3Q

・横須賀ナショナルセキュリティR&Dセンターにて国家安全保障関連の案件を受託。
・セキュリティ調査・研究や教育案件及び提案活動を中心に実施。
・将来の中長期に渡る需要増を取り込める組織体制の整備を進めている。

パブリック
セクター

・NECやSky、NTT-AT社などと協力し、地方自治体へ向けた営業体制の強化を継続。
・高い秘匿性が求められるセキュリティ・サービスの案件獲得のための体制整備に時間を要
した他、新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により遅延や失注が発生した。

プライベート
セクター

713 676 

0

400

800

2021/3 3Q 2022/3 3Q

・OEM製品の個人・小規模事業者向け販売が増加。
・「FFRI yarai 技術者認定制度」を開始。販売パートナーとの連携を強化するとともに、
エンドユーザーの満足度向上を進めている。

291 343 

0

400

800

2021/3 3Q 2022/3 3Q

売上高（単位：百万円）

ソフトウエア開発
・テスト事業

196 

0

400

800

2021/3 3Q 2022/3 3Q

・シャインテック社において、テスト業務等を中心に提供
※シャインテック社は令和４年３月期第２四半期より連結を開始したため、
前年同期比は記載しておりません。
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区分別四半期会計期間毎の売上推移
（単位：百万円）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
19.4 19.4 1.5 1.5 1.3 1.3 0.4 -

0.0 5.0 6.6 10.8 13.4 9.6 5.0 -

83.5 83.4 83.0 80.4 78.5 78.7 79.4 -

12.0 0.4 28.7 140.2 6.4 21.4 78.6 -

法人 160.2 160.6 162.7 242.8 156.9 157.6 150.6 -

個人 67.1 66.7 71.9 77.8 64.2 60.9 60.5 -

1.7 16.8 4.9 7.9 4.7 14.4 6.9 -

- - - - - 97.8 98.5 -

344.2 352.4 359.6 561.9 325.7 442.1 480.0 -

売上区分 2021/3 2022/3

合計

ナショナル
セキュリティ
セクター

セキュリティ・サービス

セキュリティ・プロダクト

セキュリティ・サービス

セキュリティ・プロダクト

プライベート
セクター

セキュリティ・サービス

パブリック
セクター

セキュリティ・
プロダクト

ソフトウエア開発・テスト事業


来期計画

								予算 ヨサン

						2021/3		2022/3		増減比 ゾウゲンヒ

		売上 ウリアゲ				1,618,275,686		2,001,148,585		23.7%

		ナショナル				64,467,148		67,374,222		4.5%				100

				プロダクト		41,942,374		7,374,222		-82.4%

				サービス		22,524,774		60,000,000		166.4%

		パブリック				511,977,283		794,804,680		55.2%				605

				プロダクト		330,460,210		339,004,680		2.6%

				サービス		181,517,073		455,800,000		151.1%

		プライベート				1,041,831,255		1,138,969,683		9.3%				907

				プロダクト		726,515,222		599,964,145		-17.4%

				個人 コジン		283,740,428		189,805,538		-33.1%

				サービス		31,575,605		349,200,000		1005.9%

		賃金 チンギン				320,946,225		555,137,400		73.0%		234,191,175

		雑給 ザッキュウ				90,000		100,000		11.1%		10,000

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,096,769		84,581,100		79.6%		37,484,331

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				346,235		2,603,000		651.8%		2,256,765

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				8,434,930		1,129,300		-86.6%		(7,305,630)

		通信費 ツウシンヒ				785,162		815,600		3.9%		30,438

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				3,214,614		16,199,550		403.9%		12,984,936

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				463,300		130,800		-71.8%		(332,500)

		保険料 ホケンリョウ				0		0		ERROR:#DIV/0!		0

		修繕費 シュウゼンヒ				1,681,672		3,557,385		111.5%		1,875,713

		地代家賃 チダイ ヤチン				7,148,646		8,102,536		13.3%		953,890

		賃借料 チンシャクリョウ				3,551,168		9,275,080		161.2%		5,723,912

		支払手数料 シハラ テスウリョウ				29,898,650		41,216,480		37.9%		11,317,830

		租税公課 ソゼイ コウカ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		交際費 コウサイ ヒ						117,000		ERROR:#DIV/0!		117,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				48,282,759		40,682,082		-15.7%		(7,600,677)

		支払リース料 シハラ リョウ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		会議費 カイギヒ				0		94,000		ERROR:#DIV/0!		94,000

		雑費 ザッピ				122,224		180,000		47.3%		57,776

		外注加工費 ガイチュウ カコウヒ				323,000		38,750,000		11896.9%		38,427,000

		製造費用・計 セイゾウ ヒヨウ ケイ				472,385,354		802,671,313		69.9%		330,285,959

		他勘定振替 タ カンジョウ フリカエ				(182,539,756)		(127,700,736)		-30.0%		54,839,020		385,124,979

		運送費及び保管費				230,007		300,000		30.4%		69,993

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ				138,334		812,000		487.0%		673,666

		販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ				57,643,042		31,050,000		-46.1%		(26,593,042)

		交際費 コウサイヒ				430,427		2,450,000		469.2%		2,019,573

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ				190,593,767		142,843,809		-25.1%		(47,749,958)

		役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				99,960,000		100,800,000		0.8%

		給料手当 キュウリョウ テア				284,499,480		344,501,400		21.1%

		雑給 ザッキュウ						180,000		ERROR:#DIV/0!		432,730,984		508,694,400		75,963,416

		退職金 タイショクキン						0		ERROR:#DIV/0!

		外注費 ガイチュウヒ				10,967,951		6,120,000		-44.2%		(4,847,951)

		採用費 サイヨウ ヒ				23,117,590		47,023,000		103.4%		23,905,410

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,572,800		60,252,000		26.7%

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				698,704		2,961,000		323.8%

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				11,558,669		11,448,100		-1.0%		(110,569)

		通信費 ツウシンヒ				5,872,488		7,630,200		29.9%		1,757,712

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				7,369,248		15,871,180		115.4%		8,501,932

		事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ				782,122		966,000		23.5%		183,878

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				1,539,157		1,213,200		-21.2%		(325,957)

		保険料 ホケンリョウ				6,126,960		6,860,000		12.0%		733,040

		修繕費 シュウゼンヒ				5,091,741		5,342,200		4.9%		250,459

		新聞図書費 シンブン トショ ヒ				184,009		405,200		120.2%		221,191

		研修費 ケンシュウヒ				327,276		428,000		30.8%		100,724

		地代家賃 チダイ ヤチン				34,169,213		28,544,172		-16.5%		(5,625,041)

		賃借料 チンシャクリョウ				6,826,796		8,864,200		29.8%		2,037,404

		支払手数料 シハライ テスウリョウ				76,864,184		90,203,120		17.4%		13,338,936

		諸会費 ショ カイヒ				3,860,273		4,269,400		10.6%		409,127

		会議費 カイギヒ				185,836		632,000		240.1%		446,164

		租税公課 ソゼイ コウカ				14,641,000		20,883,000		42.6%		6,242,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				11,229,243		6,790,340		-39.5%		(4,438,903)

		除去債務利息 ジョキョ サイム リソク				31,652		17,992		-43.2%		(13,660)

		除去債務差額 ジョキョ サイム サガク				(5,420,000)		0		-100.0%		5,420,000

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				138,822,055		106,208,736		-23.5%		(32,613,319)

		長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク						0		ERROR:#DIV/0!		0

		支払リース料 シハライ リョウ				272,560		53,760		-80.3%		(218,800)

		雑費						0		ERROR:#DIV/0!		0

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(36,431,197)		(25,020,000)		-31.3%		11,411,197

		販管費・計 ハン カン ヒ ケイ				999,755,387		1,030,904,009		3.1%		31,148,622





売上利益

				13				14				15				15

				2020/3				2021/3				2022/3				2022/3

				連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク

		売上高 ウリアゲダカ		1,602,027,218				1,618,275,686		1.0%		2,001,148,585		23.7%		2,292,879,355		41.7%				1,613,000,000		0.3%



		営業利益 エイギョウ リエキ		341,130,690				328,716,921		-3.6%		295,273,999		-10.2%		305,608,014		-7.0%				250,000,000		31.5%

		％		21.3%				20.3%				14.8%				13.3%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		341,726,006				329,515,289		-3.6%		295,273,999		-10.4%		335,491,014		1.8%				250,000,000		31.8%

		％		21.3%				20.4%				14.8%				14.6%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		274,488,938				249,242,394		-9.2%		204,861,199		-17.8%		238,869,814		-4.2%				173,000,000		44.1%

		％		17.1%				15.4%				10.2%				10.4%





経費比較

						2021年3月期（14期）4Q										2020年3月期（13期）4Q

		0700		運送費及び保管費		230,007		10,519		4.8%		運送費及び保管費				219,488

		0702		広告宣伝費		138,334		(5,993,916)		-97.7%		広告宣伝費				6,132,250

		0703		販売促進費		57,643,042		43,438,062		305.8%		販売促進費				14,204,980

		0704		交際費		430,427		(201,608)		-31.9%		交際費				632,035

		0705		販売手数料		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		販売手数料				220,657,852

		0720		役員報酬		99,960,000		3,360,000		3.5%		役員報酬				96,600,000

		0721		給料手当		256,770,386		4,017,505		1.6%		給料手当				252,752,881

								(174,600)		-100.0%		雑給				174,600

		0728		外注費		10,967,951		(12,549,038)		-53.4%		外注費				23,516,989

		0729		採用費		23,117,590		8,018,917		53.1%		採用費				15,098,673

		0730		法定福利費		43,854,093		1,193,855		2.8%		法定福利費				42,660,238

		0731		福利厚生費		658,428		(4,686,836)		-87.7%		福利厚生費				5,345,264

		0740		旅費交通費		11,067,619		(8,146,372)		-42.4%		旅費交通費				19,213,991

		0741		通信費		5,803,647		1,203,655		26.2%		通信費				4,599,992

		0742		消耗品費		7,225,614		4,475,793		162.8%		消耗品費				2,749,821

		0743		事務用品費		771,231		(40,183)		-5.0%		事務用品費				811,414

		0744		水道光熱費		1,479,797		(262,520)		-15.1%		水道光熱費				1,742,317

		0745		保険料		6,126,960		(334,820)		-5.2%		保険料				6,461,780

		0746		修繕費		5,056,445		1,316,044		35.2%		修繕費				3,740,401

		0748		新聞図書費		176,982		98,233		124.7%		新聞図書費				78,749

		0749		研修費		327,276		(111,362)		-25.4%		研修費				438,638

		0751		地代家賃		32,985,317		14,362,633		77.1%		地代家賃				18,622,684

		0752		賃借料		6,606,964		(255,123)		-3.7%		賃借料				6,862,087

		0753		支払手数料		75,920,785		(628,493)		-0.8%		支払手数料				76,549,278

		0754		諸会費		3,860,273		(225,174)		-5.5%		諸会費				4,085,447

		0756		会議費		163,108		(293,710)		-64.3%		会議費				456,818

		0757		租税公課		14,641,000		2,075,900		16.5%		租税公課				12,565,100

		0760		減価償却費		9,472,077		4,287,914		82.7%		減価償却費				5,184,163

		0761		除去債務利息		31,652		(85,476)		-73.0%		除去債務利息				117,128

		0762		除去債務差額		(5,420,000)		(5,420,000)		ERROR:#DIV/0!

		0765		研究開発費		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発費				100,197,794

		0768		支払リース料		272,560		(244,640)		-47.3%		支払リース料				517,200

		0783		他勘定振替				0		ERROR:#DIV/0!		他勘定振替				0

				販売費及び一般管理費計		999,755,387		56,765,335		6.0%		販売費及び一般管理費計				942,990,052

				人件費 ジンケンヒ		401,242,907		3,709,924		0.9%		人件費 ジンケンヒ				397,532,983

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発 ケンキュウ カイハツ				100,197,794

				手数料 テスウリョウ		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		手数料 テスウリョウ				220,657,852

				その他 タ		269,096,658		44,495,235		19.8%		その他 タ				224,601,423





原価比較

				13期Q4 キ		14期Q4 キ

		労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

		経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

		振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

		売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



		人件費 ジンケンヒ		397,532,983		432,730,984		8.9%

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

		その他 タ		224,601,423		237,608,581		5.8%

		販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





経費予実差異

						予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ		％

		売上 ウリアゲ				1,613,103,087		1,618,275,686		5,172,599

		ナショナル				100,294,201		64,467,148		(35,827,053)

				プロダクト		40,294,201		41,942,374		1,648,173				41,942,374

				サービス		60,000,000		22,524,774		(37,475,226)				22,524,774

		パブリック				605,378,923		511,977,283		(93,401,640)

				プロダクト		363,938,923		330,460,210		(33,478,713)				580,433,749

				サービス		241,440,000		181,517,073		(59,922,927)				222,754,700

		プライベート				907,429,963		1,041,831,255		134,401,292

				プロダクト		713,280,843		726,515,222		13,234,379				1,210,140,729

				個人 コジン		194,149,120		283,740,428		89,591,308				489,609,328		42,012,328		241,728,100

				サービス		0		31,575,605		31,575,605				55,159,210		1,924,205		29,651,400

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ				409,455,094		291,096,612		118,358,482		71.1%

		労務費 ロウムヒ				393,664,356		369,626,058		24,038,298		93.9%

				賃金 チンギン		338,323,483		320,946,225		17,377,258		94.9%				→採用計画との乖離？ サイヨウ ケイカク カイリ				25M

				雑給 ザッキュウ		0		90,000		(90,000)		ERROR:#DIV/0!

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,704,061		47,096,769		4,607,292		91.1%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		3,636,812		346,235		3,290,577		9.5%

				労務費見合 ロウムヒ ミア				1,146,829		(1,146,829)		ERROR:#DIV/0!

		経費 ケイヒ				121,041,244		104,010,310		17,030,934		85.9%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		8,223,789		8,434,930		(211,141)		102.6%

				通信費 ツウシンヒ		1,178,372		785,162		393,210		66.6%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		1,247,100		3,214,614		(1,967,514)		257.8%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		677,100		463,300		213,800		68.4%

				保険料 ホケンリョウ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				修繕費 シュウゼンヒ		931,863		1,681,672		(749,809)		180.5%

				地代家賃 チダイ ヤチン		7,148,646		7,148,646		0		100.0%

				賃借料 チンシャクリョウ		9,749,423		3,551,168		6,198,255		36.4%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		37,149,480		29,898,650		7,250,830		80.5%				→要確認 ヨウ カクニン

				租税公課 ソゼイ コウカ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				交際費 コウサイ ヒ		111,000				111,000		0.0%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		54,161,471		48,282,759		5,878,712		89.1%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払リース料 シハラ リョウ		110,000		0		110,000		0.0%

				会議費 カイギヒ		132,000				132,000		0.0%

				雑費 ザッピ		221,000		122,224		98,776		55.3%

				外注加工費 ガイチュウ カコウヒ		0		323,000		(323,000)		ERROR:#DIV/0!

				経費見合 ケイヒ ミア				104,185		(104,185)		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(105,250,506)		(182,539,756)		77,289,250		173.4%

				仕掛品 シカカリヒン		2,729,144		733,189		1,995,955		26.9%

				ソフトウェア		(17,356,000)		(23,040,115)		5,684,115		132.8%

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		(84,926,104)		(103,641,872)		18,715,768		122.0%				migi 

				その他 タ		(5,697,546)		(56,590,958)		50,893,412		993.3%				→販売促進費　５７Mの振替が含まれる ハンバイ ソクシンヒ フリカエ フク

		販管費 ハンカンヒ				953,535,779		999,755,387		(46,219,608)		104.8%

				運送費及び保管費		292,434		230,007		62,427		78.7%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		418,334		138,334		280,000		33.1%

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		10,663,497		57,643,042		(46,979,545)		540.6%				原価からの振替を含む ゲンカ フリカエ フク

				交際費 コウサイヒ		1,830,000		430,427		1,399,573		23.5%

				販売手数料 ハンバイテスウリョウ		145,480,269		190,593,767		(45,113,498)		131.0%				安心アプリチェッカーの売上が想定より減少しなかった アンシン ウリアゲ ソウテイ ゲンショウ

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		99,960,000		99,960,000		0		100.0%		人件費差異 ジンケンヒ サイ

				給料手当 キュウリョウ テア		289,181,532		256,770,386		32,411,146		88.8%		46,555,890

				雑給 ザッキュウ		120,000				120,000		0.0%

				退職金 タイショクキン		0				0		ERROR:#DIV/0!

				外注費 ガイチュウヒ		18,666,835		10,967,951		7,698,884		58.8%

				採用費 サイヨウ ヒ		19,118,943		23,117,590		(3,998,647)		120.9%

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,447,926		43,854,093		7,593,833		85.2%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		7,089,339		658,428		6,430,911		9.3%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		17,957,434		11,067,619		6,889,815		61.6%

				通信費 ツウシンヒ		9,240,655		5,803,647		3,437,008		62.8%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		8,759,577		7,225,614		1,533,963		82.5%

				事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ		1,125,449		771,231		354,218		68.5%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		2,380,751		1,479,797		900,954		62.2%

				保険料 ホケンリョウ		6,500,181		6,126,960		373,221		94.3%

				修繕費 シュウゼンヒ		7,815,972		5,056,445		2,759,527		64.7%

				新聞図書費 シンブン トショ ヒ		238,000		176,982		61,018		74.4%

				研修費 ケンシュウヒ		329,773		327,276		2,497		99.2%

				地代家賃 チダイ ヤチン		32,577,787		32,985,317		(407,530)		101.3%

				賃借料 チンシャクリョウ		8,614,835		6,606,964		2,007,871		76.7%

				支払手数料 シハライ テスウリョウ		88,419,031		75,920,785		12,498,246		85.9%

				諸会費 ショ カイヒ		4,426,374		3,860,273		566,101		87.2%

				会議費 カイギヒ		891,000		163,108		727,892		18.3%

				租税公課 ソゼイ コウカ		16,847,000		14,641,000		2,206,000		86.9%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		17,552,167		9,472,077		8,080,090		54.0%

				除去債務利息 ジョキョ サイム リソク		147,380		31,652		115,728		21.5%

				除去債務差額				(5,420,000)		5,420,000		ERROR:#DIV/0!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		110,792,328		138,822,055		(28,029,727)		125.3%

				長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク		0				0		ERROR:#DIV/0!

				支払リース料 シハライ リョウ		517,200		272,560		244,640		52.7%

				雑費		0				0		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(25,866,224)		0		(25,866,224)		0.0%





売上区分

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																						（Units：: million yen）

		売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3								2022/3																売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q																Q1		Q2		Q3		Q4

		ナショナル
セキュリティ
セクター		セキュリティ・プロダクト				19.4		19.4		1.5		1.5		1.3		1.3		0.4		-				3.0						National Security Sector		Security Products				1.3		1.3		0.4		-

				セキュリティ・サービス				0.0		5.0		6.6		10.8		13.4		9.6		5.0		-				28.0		31.0						Security Service				13.4		9.6		5.0		-

		パブリック
セクター		セキュリティ・プロダクト				83.5		83.4		83.0		80.4		78.5		78.7		79.4		-				236.6						Public sector		Security Products				78.5		78.7		79.4		-

				セキュリティ・サービス				12.0		0.4		28.7		140.2		6.4		21.4		78.6		-				106.4		343.0						Security Service				6.4		21.4		78.6		-

		プライベート
セクター		セキュリティ・
プロダクト		法人 ホウジン		160.2		160.6		162.7		242.8		156.9		157.6		150.6		-				465.1						Private sector		Security Products		Corporate
use		156.9		157.6		150.6		-

						個人 コジン		67.1		66.7		71.9		77.8		64.2		60.9		60.5		-				185.6								Security Products		Personal
use		64.2		60.9		60.5		-

				セキュリティ・サービス				1.7		16.8		4.9		7.9		4.7		14.4		6.9		-				26.0		676.7						Security Service				4.7		14.4		6.9		-

		ソフトウエア開発・テスト事業 カイハツ ジギョウ						-		-		-		-		-		97.8		98.5		-										Other								97.8

		合計 ゴウケイ						344.2		352.4		359.6		561.9		325.7		442.1		480.0		-				1,247.8						Total						325.7		442.1		480.0		-

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		売上区分 ウリアゲ クブン						2020/3								2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		ナショナル
セキュリティ
セクター		プロダクト				19,433,215.0		19,416,123.0		1,541,632.0		1,551,404.0		1,382,908		1,373,016

				サービス				0.0		5,017,655.0		6,663,000.0		10,844,119.0		13,440,669		9,672,323										25,868,916

		パブリック
セキュリティ
セクター		プロダクト				83,541,476.0		83,403,831.0		83,028,232.0		80,486,671.0		78,591,997		78,752,053

				サービス				12,027,981.0		444,473.0		28,765,173.0		140,279,446.0		6,451,465		21,451,572										185,247,087

		プライベート
セクター		プロダクト		法人 ホウジン		160,256,521.0		160,610,304.0		162,758,682.0		242,889,715.0		156,924,626		157,602,783

						個人 コジン		67,187,810.0		66,728,980.0		71,952,110.0		77,871,528.0		64,208,404		60,972,755

				サービス				1,792,000.0		16,824,400.0		4,967,205.0		7,992,000.0		4,710,000		14,405,000										458,823,568

		その他 タ																97,895,481

		合計 ゴウケイ						344,239,003		352,445,766		359,676,034		561,914,883		325,710,069		442,124,983		0		0

										696,684,769





原価販管

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：: million yen）

		費用の種類						2021/3 2Q
(非連結) ヒ レンケツ		2022/3 2Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/19		FY3/21		YoY（％）

																						（Consolidated）		（Non-     Consolidated）

				　労務費				176		273		54.6						　Labor costs				176		273		54.6

				　経費				50		60		18.6						　Expenses				50		60		18.6

				　期首・期末棚卸及び他勘定振替				△111		△101		-						　Inventories/Transfer to other accounts				-111		-101		-

						研究開発費への振替		△63		△19		-								Transfer to R&D expenses		-63		-19		-

						ソフトウェアへの振替		△8		△2		-								Transfer to software		-8		-2		-

						その他の振替		△40		△79		-								Other transfers		-40		-79		-

		売上原価合計						115		232		102.1				　Cost of Sales						115		232		102.1

				　人件費				202		237		16.9						　Personnel expenses				202		237		16.9

				　研究開発費				80		58		△26.5						　Research and development expenses				80		58		-26.5

				　販売手数料				98		86		△11.8						　Sales commission				98		86		-11.8

				　その他				145		190		30.9						　Other expenses				145		190		30.9

		販売管理費合計 ハンバイ カンリヒ						527		573		8.8				　Selling, general and administrative expenses						527		573		8.8





										432,730,984		8.9%

										138,822,055		38.5%										13期Q4 キ		14期Q4 キ

										190,593,767		-13.6%								労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

										237,608,581		5.8%								経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

																				振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

																				売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



																				人件費 ジンケンヒ		397,532,983		401,242,907		0.9%

																				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

																				販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

																				その他 タ		224,601,423		269,096,658		19.8%

																				販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





BS

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2022/3 2Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,843		△22.6						Current assets				2,381		1,843		-22.6

						現金及び預金		2,093		1,686		△19.5								Cash and deposits		2,093		1,686		-19.5

						売掛金		255		118		△53.5								Accounts receivable-trade		255		118		-53.5

				固定資産				274		480		74.8						Noncurrent assets				274		480		74.8

						のれん		-		136		-								Goodwill		-		136		-

		資産合計						2,656		2,323		△12.5				Assets						2,656		2,323		-12.5

				流動負債				608		733		20.6						Current liabilities				608		733		20.6

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		642		-								Contract asset		-		642		-

				固定負債				205		5		△97.6						Noncurrent liabilities				205		5		-97.6

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		738		△9.3				Liabilities						814		738		-9.3

				株主資本				1,842		1,585		△13.9						Shareholders’ equity				1,842		1,585		-13.9

						利益剰余金		1,295		1,299		0.3								Retained earnings		1,295		1,299		0.3

		純資産合計						1,842		1,585		△13.9				Net assets						1,842		1,585		-13.9

		負債純資産合計						2,656		2,323		△12.5				Liabilities and net assets						2,656		2,323		-12.5

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2021/3 1Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,969		△17.3						Current assets				2,381		1,969		-17.3

						現金及び預金		2,093		1,846		△11.8								Cash and deposits		2,093		1,846		-11.8

						売掛金		255		89		△65.0								Accounts receivable-trade		255		89		-65.0

				固定資産				274		455		65.8						Noncurrent assets				274		455		65.8

		資産合計						2,656		2,406		△9.4				Assets						2,656		2,406		-9.4

				流動負債				608		870		43.1						Current liabilities				608		870		43.1

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		739		-

				固定負債				205		14		△93.1						Noncurrent liabilities				205		14		-93.1

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		884		8.7				Liabilities						814		884		8.7

				株主資本				1,842		1,521		△17.4						Shareholders’ equity				1,842		1,521		-17.4

						利益剰余金		1,295		1,234		△4.7								Retained earnings		1,295		1,234		-4.7

		純資産合計						1,842		1,521		△17.4				Net assets						1,842		1,521		-17.4

		負債純資産合計						2,656		2,406		△9.4				Liabilities and net assets						2,656		2,406		-9.4





CF

								（単位：百万円）										（Units: million yen）

		区分				2021/3　2Q		2022/3　2Q 				Classification				FY3/20		FY3/21



		営業活動によるキャッシュ・フロー				27		1				Net cash provided by operating activities				27		1



				税引前当期純利益		54		△16						Profit before income taxes		54		(16)



				減価償却費		30		22						Decrease (increase) in notes 
  and accounts receivable		30		22



				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン		137		174						Changes in the amount of accounts
  receivable (△ indicates increase)		137		174

				（△は減少）

				前受収益の増減額		△124		-						 Increase (decrease) in unearned  
   revenue (△ indicates decrease)		(124)		-

				（△は減少）

				長期前受収益の増減額		△2		-						Increase (decrease) in long-term unearned revenue (△ indicates decrease)		(2)		-

				（△は減少）

				契約負債の増減額 ケイヤク フサイ ゾウゲンガク		-		△41

				（△は減少）

				その他		△66		△136						Others		(66)		(136)



		投資活動によるキャッシュ・フロー				△54		△136				Cash flows from investing activities				(54)		(136)



		財務活動によるキャッシュ・フロー				0		△275				Cash flows from financing activities				0		(275)



		現金及び現金同等物の期末残高				1,976		1,684				Cash and cash equivalents at end of period				1,976		1,684







防御実績抜粋

		発生/
報告時期 ハッセイ ホウコク ジキ		防御エンジン
リリース時期 ボウギョ ジキ		当時の未知脅威
及び標的型攻撃 トウジ ミチ キョウイ オヨ ヒョウテキ ガタ コウゲキ

		44136		43132		マルウェア「IcedID」

		44013		43132		ランサムウェア「Maze」

		43647		43466		ランサムウェア「Sodin]

		43313		43160		Windows タスクスケジューラを利用したマルウェア

		43282		43160		「Emotet」マルウェア

		43191		42887		ランサムウェア「Satan」

		43191		42887		ランサムウェア「GandCrab」

		43160		42887		バンキングマルウェア「Panda Banker」

		43101		42856		ランサムウェア「SpriteCoin」

		43101		42856		ランサムウェア「Rapid」

		43070		42856		仮想通貨採掘マルウェア「CoinMiner」

		43070		42856		「楽天カード株式会社」を装ったマルウェア

		43009		42736		ランサムウェア「Bad Rabbit」

		42948		42644		国内防衛産業を標的としたマルウェア

		42856		42644		ランサムウェア「WannaCry/WannaCrypt」

		42736		42614		IoTマルウェア「Mirai」

		42430		42186		ランサムウェア「Cerber」

		42156		41852		日本年金機構を狙うマルウェア「Emdivi」





yarai販売状況

				2019/3		2020/3		2021/3												（単位：円） タンイ エン

		売上高 ウリアゲ ダカ		984,653		998,110		963,287						FFRI yarai 
　売上単価 ウリアゲ タンカ		1,576		1,522		1,540

		中央省庁 チュウオウショウチョウ		182,640		156,563		80,697

		その他官公庁 タ カンコウチョウ		57,565		146,721		167,783

		金融サービス キンユウ		146,497		139,914		117,362

		運輸 ウンユ		102,498		69,338		43,019

		情報通信 ジョウホウ ツウシン		43,599		31,771		34,678

		産業インフラ サンギョウ		40,194		38,543		41,055

		その他 タ		65,685		86,982		129,402

		ライセンス数 スウ		638,678		669,832		613,996

		単価 タンカ		1,576		1,522		1,540









				売上高 ウリアゲ ダカ		単価 タンカ		ライセンス数 スウ		中央省庁 チュウオウショウチョウ		その他官公庁 タ カンコウチョウ		金融サービス キンユウ		運輸 ウンユ		情報通信 ジョウホウ ツウシン		産業インフラ サンギョウ		その他 タ

		2019/3		984,653		1,576		613,996		80697		167783		117362		43,019		34,678		41,055		129402

		2020/3		998,110		1,522		669,832		156563		146721		139914		69,338		31,771		38,543		86982

		2021/3		963,287		1,540		638,678		182640		57565		146497		102,498		43,599		40,194		65685



中央省庁	

2019/3	2020/3	2021/3	182640	156563	80697	その他官公庁	

2019/3	2020/3	2021/3	57565	146721	167783	金融サービス	

2019/3	2020/3	2021/3	146497	139914	117362	運輸	

2019/3	2020/3	2021/3	102498	69338	43019	情報通信	

2019/3	2020/3	2021/3	43599	31771	34678	産業インフラ	

2019/3	2020/3	2021/3	40194	38543	41055	その他	

2019/3	2020/3	2021/3	65685	86982	129402	売上高	

2019/3	2020/3	2021/3	984653	998110	963287	











Sheet1

				組織規模 ソシキ キボ		予算規模 ヨサン キボ

		日本 ニホン		290名 メイ		256億円 オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		アメリカ		約6,200名 ヤク メイ		約1兆134億円 ヤク チョウ オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		中国 チュウゴク		約30,000名 ヤク メイ

		ロシア		約1,000名 ヤク メイ

		イギリス				約250億円以上 ヤク オクエン イジョウ		2018年時点 ネン ジテン		年間500億円以上 ネンカン オクエン イジョウ

		北朝鮮 キタチョウセン		約6,800名 ヤク メイ

		参考：「令和2年版防衛白書」より サンコウ レイワ ネン バン ボウエイ ハクショ

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/

				サイバー領域をめぐる動向

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf



https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf
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FFRI yarai シリーズの販売状況

1,612 1,576 1,522 1,540 1,479 

357 321 284 

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 3Q

909,920 984,653 998,110 963,287 
693,233 

51,071 42,227 21,499 0 

0 

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 3Q

FFRI yarai FFRI yarai 脆弱性攻撃防御機能

601,183 638,678 669,832 613,996 633,546 

141,191 108,503 

2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 3Q

（単位：ライセンス）

（単位：千円）

（単位：円）

 FFRI yarai 売上高
前期の大口顧客の契約満了の影響により、前期比では
減少となったものの計画には織り込み済み。

 FFRI yarai 売上単価
ボリュームディスカウントの価格体系のため、
大型案件の増加によってFFRI yaraiの単価はやや減少

 契約ライセンス数（20/3→21/3継続率 81.2％）

販売体制を強化している官公庁や地方自治体向けの
販売が増加し、前期末に比べ19,550Licの増加となった。
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FFRI yarai シリーズの業種別契約ライセンス数

業種
2021/3（ライセンス） 2022/3 3Q（ライセンス）

割合（％） 割合（％）

中央省庁 80,697 13.1 85,575 13.4

その他官公庁 167,783 27.3 179,038 28.1

金融サービス 117,362 19.1 101,481 15.9

運輸 43,019 7.0 39,192 6.1

情報通信 34,678 5.6 40,291 6.3

産業インフラ・サービス 41,055 6.7 38,102 6.0

その他 129,402 21.1 149,867 23.5

合計 613,996 100.0 633,546 100.0
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原価及び販管費の内訳

 労務費・人件費：エンジニアなど人員の増加及び、シャイン
テック社連結開始に伴う増加

 研究開発費：FFRI yaraiの機能向上に関する研究の他、
防衛産業向けセキュリティの研究開発などを実施

 販売手数料：FFRI安心アプリチェッカーの販売減少に伴い、
販売代理店に対する販売手数料が減少

 その他：採用コストの増加及び、シャインテック社株式
取得に係る付随費用を計上したため、支払手数料が増加

（注）2022年３月期より連結決算に移行しているため、2021年3月期については非連結での業績を比較情報として記載しております。

（単位：百万円）

　労務費 270 445 64.6

　経費 75 101 34.7

　期首・期末棚卸及び他勘定振替 △168 △153 -

研究開発費への振替 △89 △69 -

ソフトウェアへの振替 △12 △2 -

その他の振替 △66 △80 -

177 392 121.2

　人件費 302 379 25.5

　研究開発費 114 96 △16.0

　販売手数料 145 127 △11.8

　その他 207 241 16.6

販売管理費合計 769 845 9.9

増減比（％）費用の種類

売上原価合計

2021/3 3Q
(非連結)

2022/3 3Q
（連結）


計画修正

								予算 ヨサン

						2021/3		2022/3		増減比 ゾウゲンヒ		修正(2/8時点） シュウセイ ジテン		連結相殺 レンケツ ソウサイ		開示数値 カイジ スウチ		増減 ゾウゲン

		売上 ウリアゲ				1,618,275,686		2,001,148,585		23.7%		1,768,107,048				1,768,107,048		9.26%

		ナショナル				64,467,148		67,374,222		4.5%		55,030,777				55,030,777		-14.64%

				プロダクト		41,942,374		7,374,222		-82.4%

				サービス		22,524,774		60,000,000		166.4%

		パブリック				511,977,283		794,804,680		55.2%		527,691,702				527,691,702		3.07%

				プロダクト		330,460,210		339,004,680		2.6%

				サービス		181,517,073		455,800,000		151.1%

		プライベート				1,041,831,255		1,138,969,683		9.3%		895,275,481		-2992500		892,282,981		-14.35%

				プロダクト		726,515,222		599,964,145		-17.4%

				個人 コジン		283,740,428		189,805,538		-33.1%

				サービス		31,575,605		349,200,000		1005.9%



		シャインテック						291,730,770				293,101,588				293,101,588		ERROR:#DIV/0!





売上利益

				13				14				15				15

				2020/3				2021/3				2022/3				2022/3

				連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ				修正（2/8時点） シュウセイ ジテン

		売上高 ウリアゲダカ		1,602,027,218				1,618,275,686		1.0%		2,001,148,585		23.7%		2,292,879,355		41.7%				1,768,107,048		9.3%



		営業利益 エイギョウ リエキ		341,130,690				328,716,921		-3.6%		295,273,999		-10.2%		305,608,014		-7.0%				75,402,046		-77.1%

		％		21.3%				20.3%				14.8%				13.3%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		341,726,006				329,515,289		-3.6%		295,273,999		-10.4%		335,491,014		1.8%				117,673,758		-64.3%

		％		21.3%				20.4%				14.8%				14.6%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		274,488,938				249,242,394		-9.2%		204,861,199		-17.8%		238,869,814		-4.2%				117,673,758		-52.8%

		％		17.1%				15.4%				10.2%				10.4%





経費比較

						2021年3月期（14期）4Q										2020年3月期（13期）4Q

		0700		運送費及び保管費		230,007		10,519		4.8%		運送費及び保管費				219,488

		0702		広告宣伝費		138,334		(5,993,916)		-97.7%		広告宣伝費				6,132,250

		0703		販売促進費		57,643,042		43,438,062		305.8%		販売促進費				14,204,980

		0704		交際費		430,427		(201,608)		-31.9%		交際費				632,035

		0705		販売手数料		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		販売手数料				220,657,852

		0720		役員報酬		99,960,000		3,360,000		3.5%		役員報酬				96,600,000

		0721		給料手当		256,770,386		4,017,505		1.6%		給料手当				252,752,881

								(174,600)		-100.0%		雑給				174,600

		0728		外注費		10,967,951		(12,549,038)		-53.4%		外注費				23,516,989

		0729		採用費		23,117,590		8,018,917		53.1%		採用費				15,098,673

		0730		法定福利費		43,854,093		1,193,855		2.8%		法定福利費				42,660,238

		0731		福利厚生費		658,428		(4,686,836)		-87.7%		福利厚生費				5,345,264

		0740		旅費交通費		11,067,619		(8,146,372)		-42.4%		旅費交通費				19,213,991

		0741		通信費		5,803,647		1,203,655		26.2%		通信費				4,599,992

		0742		消耗品費		7,225,614		4,475,793		162.8%		消耗品費				2,749,821

		0743		事務用品費		771,231		(40,183)		-5.0%		事務用品費				811,414

		0744		水道光熱費		1,479,797		(262,520)		-15.1%		水道光熱費				1,742,317

		0745		保険料		6,126,960		(334,820)		-5.2%		保険料				6,461,780

		0746		修繕費		5,056,445		1,316,044		35.2%		修繕費				3,740,401

		0748		新聞図書費		176,982		98,233		124.7%		新聞図書費				78,749

		0749		研修費		327,276		(111,362)		-25.4%		研修費				438,638

		0751		地代家賃		32,985,317		14,362,633		77.1%		地代家賃				18,622,684

		0752		賃借料		6,606,964		(255,123)		-3.7%		賃借料				6,862,087

		0753		支払手数料		75,920,785		(628,493)		-0.8%		支払手数料				76,549,278

		0754		諸会費		3,860,273		(225,174)		-5.5%		諸会費				4,085,447

		0756		会議費		163,108		(293,710)		-64.3%		会議費				456,818

		0757		租税公課		14,641,000		2,075,900		16.5%		租税公課				12,565,100

		0760		減価償却費		9,472,077		4,287,914		82.7%		減価償却費				5,184,163

		0761		除去債務利息		31,652		(85,476)		-73.0%		除去債務利息				117,128

		0762		除去債務差額		(5,420,000)		(5,420,000)		ERROR:#DIV/0!

		0765		研究開発費		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発費				100,197,794

		0768		支払リース料		272,560		(244,640)		-47.3%		支払リース料				517,200

		0783		他勘定振替				0		ERROR:#DIV/0!		他勘定振替				0

				販売費及び一般管理費計		999,755,387		56,765,335		6.0%		販売費及び一般管理費計				942,990,052

				人件費 ジンケンヒ		401,242,907		3,709,924		0.9%		人件費 ジンケンヒ				397,532,983

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発 ケンキュウ カイハツ				100,197,794

				手数料 テスウリョウ		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		手数料 テスウリョウ				220,657,852

				その他 タ		269,096,658		44,495,235		19.8%		その他 タ				224,601,423





原価比較

				13期Q4 キ		14期Q4 キ

		労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

		経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

		振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

		売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



		人件費 ジンケンヒ		397,532,983		432,730,984		8.9%

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

		その他 タ		224,601,423		237,608,581		5.8%

		販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





経費予実差異

						予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ		％

		売上 ウリアゲ				1,613,103,087		1,618,275,686		5,172,599

		ナショナル				100,294,201		64,467,148		(35,827,053)

				プロダクト		40,294,201		41,942,374		1,648,173				41,942,374

				サービス		60,000,000		22,524,774		(37,475,226)				22,524,774

		パブリック				605,378,923		511,977,283		(93,401,640)

				プロダクト		363,938,923		330,460,210		(33,478,713)				580,433,749

				サービス		241,440,000		181,517,073		(59,922,927)				222,754,700

		プライベート				907,429,963		1,041,831,255		134,401,292

				プロダクト		713,280,843		726,515,222		13,234,379				1,210,140,729

				個人 コジン		194,149,120		283,740,428		89,591,308				489,609,328		42,012,328		241,728,100

				サービス		0		31,575,605		31,575,605				55,159,210		1,924,205		29,651,400

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ				409,455,094		291,096,612		118,358,482		71.1%

		労務費 ロウムヒ				393,664,356		369,626,058		24,038,298		93.9%

				賃金 チンギン		338,323,483		320,946,225		17,377,258		94.9%				→採用計画との乖離？ サイヨウ ケイカク カイリ				25M

				雑給 ザッキュウ		0		90,000		(90,000)		ERROR:#DIV/0!

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,704,061		47,096,769		4,607,292		91.1%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		3,636,812		346,235		3,290,577		9.5%

				労務費見合 ロウムヒ ミア				1,146,829		(1,146,829)		ERROR:#DIV/0!

		経費 ケイヒ				121,041,244		104,010,310		17,030,934		85.9%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		8,223,789		8,434,930		(211,141)		102.6%

				通信費 ツウシンヒ		1,178,372		785,162		393,210		66.6%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		1,247,100		3,214,614		(1,967,514)		257.8%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		677,100		463,300		213,800		68.4%

				保険料 ホケンリョウ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				修繕費 シュウゼンヒ		931,863		1,681,672		(749,809)		180.5%

				地代家賃 チダイ ヤチン		7,148,646		7,148,646		0		100.0%

				賃借料 チンシャクリョウ		9,749,423		3,551,168		6,198,255		36.4%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		37,149,480		29,898,650		7,250,830		80.5%				→要確認 ヨウ カクニン

				租税公課 ソゼイ コウカ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				交際費 コウサイ ヒ		111,000				111,000		0.0%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		54,161,471		48,282,759		5,878,712		89.1%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払リース料 シハラ リョウ		110,000		0		110,000		0.0%

				会議費 カイギヒ		132,000				132,000		0.0%

				雑費 ザッピ		221,000		122,224		98,776		55.3%

				外注加工費 ガイチュウ カコウヒ		0		323,000		(323,000)		ERROR:#DIV/0!

				経費見合 ケイヒ ミア				104,185		(104,185)		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(105,250,506)		(182,539,756)		77,289,250		173.4%

				仕掛品 シカカリヒン		2,729,144		733,189		1,995,955		26.9%

				ソフトウェア		(17,356,000)		(23,040,115)		5,684,115		132.8%

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		(84,926,104)		(103,641,872)		18,715,768		122.0%				migi 

				その他 タ		(5,697,546)		(56,590,958)		50,893,412		993.3%				→販売促進費　５７Mの振替が含まれる ハンバイ ソクシンヒ フリカエ フク

		販管費 ハンカンヒ				953,535,779		999,755,387		(46,219,608)		104.8%

				運送費及び保管費		292,434		230,007		62,427		78.7%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		418,334		138,334		280,000		33.1%

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		10,663,497		57,643,042		(46,979,545)		540.6%				原価からの振替を含む ゲンカ フリカエ フク

				交際費 コウサイヒ		1,830,000		430,427		1,399,573		23.5%

				販売手数料 ハンバイテスウリョウ		145,480,269		190,593,767		(45,113,498)		131.0%				安心アプリチェッカーの売上が想定より減少しなかった アンシン ウリアゲ ソウテイ ゲンショウ

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		99,960,000		99,960,000		0		100.0%		人件費差異 ジンケンヒ サイ

				給料手当 キュウリョウ テア		289,181,532		256,770,386		32,411,146		88.8%		46,555,890

				雑給 ザッキュウ		120,000				120,000		0.0%

				退職金 タイショクキン		0				0		ERROR:#DIV/0!

				外注費 ガイチュウヒ		18,666,835		10,967,951		7,698,884		58.8%

				採用費 サイヨウ ヒ		19,118,943		23,117,590		(3,998,647)		120.9%

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,447,926		43,854,093		7,593,833		85.2%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		7,089,339		658,428		6,430,911		9.3%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		17,957,434		11,067,619		6,889,815		61.6%

				通信費 ツウシンヒ		9,240,655		5,803,647		3,437,008		62.8%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		8,759,577		7,225,614		1,533,963		82.5%

				事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ		1,125,449		771,231		354,218		68.5%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		2,380,751		1,479,797		900,954		62.2%

				保険料 ホケンリョウ		6,500,181		6,126,960		373,221		94.3%

				修繕費 シュウゼンヒ		7,815,972		5,056,445		2,759,527		64.7%

				新聞図書費 シンブン トショ ヒ		238,000		176,982		61,018		74.4%

				研修費 ケンシュウヒ		329,773		327,276		2,497		99.2%

				地代家賃 チダイ ヤチン		32,577,787		32,985,317		(407,530)		101.3%

				賃借料 チンシャクリョウ		8,614,835		6,606,964		2,007,871		76.7%

				支払手数料 シハライ テスウリョウ		88,419,031		75,920,785		12,498,246		85.9%

				諸会費 ショ カイヒ		4,426,374		3,860,273		566,101		87.2%

				会議費 カイギヒ		891,000		163,108		727,892		18.3%

				租税公課 ソゼイ コウカ		16,847,000		14,641,000		2,206,000		86.9%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		17,552,167		9,472,077		8,080,090		54.0%

				除去債務利息 ジョキョ サイム リソク		147,380		31,652		115,728		21.5%

				除去債務差額				(5,420,000)		5,420,000		ERROR:#DIV/0!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		110,792,328		138,822,055		(28,029,727)		125.3%

				長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク		0				0		ERROR:#DIV/0!

				支払リース料 シハライ リョウ		517,200		272,560		244,640		52.7%

				雑費		0				0		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(25,866,224)		0		(25,866,224)		0.0%





売上区分

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																						（Units：: million yen）

		売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3								2022/3																売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q																Q1		Q2		Q3		Q4

		ナショナル
セキュリティ
セクター		セキュリティ・プロダクト				19.4		19.4		1.5		1.5		1.3		1.3		0.4		-				3.0						National Security Sector		Security Products				1.3		1.3		0.4		-

				セキュリティ・サービス				0.0		5.0		6.6		10.8		13.4		9.6		5.0		-				28.0		31.0						Security Service				13.4		9.6		5.0		-

		パブリック
セクター		セキュリティ・プロダクト				83.5		83.4		83.0		80.4		78.5		78.7		79.4		-				236.6						Public sector		Security Products				78.5		78.7		79.4		-

				セキュリティ・サービス				12.0		0.4		28.7		140.2		6.4		21.4		78.6		-				106.4		343.0						Security Service				6.4		21.4		78.6		-

		プライベート
セクター		セキュリティ・
プロダクト		法人 ホウジン		160.2		160.6		162.7		242.8		156.9		157.6		150.6		-				465.1						Private sector		Security Products		Corporate
use		156.9		157.6		150.6		-

						個人 コジン		67.1		66.7		71.9		77.8		64.2		60.9		60.5		-				185.6								Security Products		Personal
use		64.2		60.9		60.5		-

				セキュリティ・サービス				1.7		16.8		4.9		7.9		4.7		14.4		6.9		-				26.0		676.7						Security Service				4.7		14.4		6.9		-

		ソフトウエア開発・テスト事業 カイハツ ジギョウ						-		-		-		-		-		97.8		98.5		-										Other								97.8

		合計 ゴウケイ						344.2		352.4		359.6		561.9		325.7		442.1		480.0		-				1,247.8						Total						325.7		442.1		480.0		-

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		売上区分 ウリアゲ クブン						2020/3								2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		ナショナル
セキュリティ
セクター		プロダクト				19,433,215.0		19,416,123.0		1,541,632.0		1,551,404.0		1,382,908		1,373,016

				サービス				0.0		5,017,655.0		6,663,000.0		10,844,119.0		13,440,669		9,672,323										25,868,916

		パブリック
セキュリティ
セクター		プロダクト				83,541,476.0		83,403,831.0		83,028,232.0		80,486,671.0		78,591,997		78,752,053

				サービス				12,027,981.0		444,473.0		28,765,173.0		140,279,446.0		6,451,465		21,451,572										185,247,087

		プライベート
セクター		プロダクト		法人 ホウジン		160,256,521.0		160,610,304.0		162,758,682.0		242,889,715.0		156,924,626		157,602,783

						個人 コジン		67,187,810.0		66,728,980.0		71,952,110.0		77,871,528.0		64,208,404		60,972,755

				サービス				1,792,000.0		16,824,400.0		4,967,205.0		7,992,000.0		4,710,000		14,405,000										458,823,568

		その他 タ																97,895,481

		合計 ゴウケイ						344,239,003		352,445,766		359,676,034		561,914,883		325,710,069		442,124,983		0		0

										696,684,769





原価販管

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：: million yen）

		費用の種類						2021/3 3Q
(非連結) ヒレンケツ		2022/3 3Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/19		FY3/21		YoY（％）

																						（Consolidated）		（Non-     Consolidated）

				　労務費				270		445		64.6						　Labor costs				270		445		64.6

				　経費				75		101		34.7						　Expenses				75		101		34.7

				　期首・期末棚卸及び他勘定振替				△168		△153		-						　Inventories/Transfer to other accounts				-168		-153		-

						研究開発費への振替		△89		△69		-								Transfer to R&D expenses		-89		-69		-

						ソフトウェアへの振替		△12		△2		-								Transfer to software		-12		-2		-

						その他の振替		△66		△80		-								Other transfers		-66		-80		-

		売上原価合計						177		392		121.2				　Cost of Sales						177		392		121.2

				　人件費				302		379		25.5						　Personnel expenses				302		379		25.5

				　研究開発費				114		96		△16.0						　Research and development expenses				114		96		-16

				　販売手数料				145		127		△11.8						　Sales commission				145		127		-11.8

				　その他				207		241		16.6						　Other expenses				207		241		16.6

		販売管理費合計 ハンバイ カンリヒ						769		845		9.9				　Selling, general and administrative expenses						769		845		9.9





										432,730,984		8.9%

										138,822,055		38.5%										13期Q4 キ		14期Q4 キ

										190,593,767		-13.6%								労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

										237,608,581		5.8%								経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

																				振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

																				売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



																				人件費 ジンケンヒ		397,532,983		401,242,907		0.9%

																				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

																				販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

																				その他 タ		224,601,423		269,096,658		19.8%

																				販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





BS

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2022/3 3Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,910		△19.8						Current assets				2,381		1,910		-19.8

						現金及び預金		2,093		1,653		△21.0								Cash and deposits		2,093		1,653		-21.0

						売掛金		255		185		△27.3								Accounts receivable-trade		255		185		-27.3

				固定資産				274		492		79.0						Noncurrent assets				274		492		79.0

						のれん		-		132		-								Goodwill		-		132		-

		資産合計						2,656		2,402		△9.6				Assets						2,656		2,402		-9.6

				流動負債				608		761		25.1						Current liabilities				608		761		25.1

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		646		-								Contract asset		-		646		-

				固定負債				205		8		△95.7						Noncurrent liabilities				205		8		-95.7

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		769		△5.5				Liabilities						814		769		-5.5

				株主資本				1,842		1,632		△11.4						Shareholders’ equity				1,842		1,632		-11.4

						利益剰余金		1,295		1,346		3.9								Retained earnings		1,295		1,346		3.9

		純資産合計						1,842		1,632		△11.4				Net assets						1,842		1,632		-11.4

		負債純資産合計						2,656		2,402		△9.6				Liabilities and net assets						2,656		2,402		-9.6

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2021/3 1Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,969		△17.3						Current assets				2,381		1,969		-17.3

						現金及び預金		2,093		1,846		△11.8								Cash and deposits		2,093		1,846		-11.8

						売掛金		255		89		△65.0								Accounts receivable-trade		255		89		-65.0

				固定資産				274		455		65.8						Noncurrent assets				274		455		65.8

		資産合計						2,656		2,406		△9.4				Assets						2,656		2,406		-9.4

				流動負債				608		870		43.1						Current liabilities				608		870		43.1

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		739		-

				固定負債				205		14		△93.1						Noncurrent liabilities				205		14		-93.1

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		884		8.7				Liabilities						814		884		8.7

				株主資本				1,842		1,521		△17.4						Shareholders’ equity				1,842		1,521		-17.4

						利益剰余金		1,295		1,234		△4.7								Retained earnings		1,295		1,234		-4.7

		純資産合計						1,842		1,521		△17.4				Net assets						1,842		1,521		-17.4

		負債純資産合計						2,656		2,406		△9.4				Liabilities and net assets						2,656		2,406		-9.4





CF

								（単位：百万円）										（Units: million yen）

		区分				2021/3　2Q		2022/3　2Q 				Classification				FY3/20		FY3/21



		営業活動によるキャッシュ・フロー				27		1				Net cash provided by operating activities				27		1



				税引前当期純利益		54		△16						Profit before income taxes		54		(16)



				減価償却費		30		22						Decrease (increase) in notes 
  and accounts receivable		30		22



				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン		137		174						Changes in the amount of accounts
  receivable (△ indicates increase)		137		174

				（△は減少）

				前受収益の増減額		△124		-						 Increase (decrease) in unearned  
   revenue (△ indicates decrease)		(124)		-

				（△は減少）

				長期前受収益の増減額		△2		-						Increase (decrease) in long-term unearned revenue (△ indicates decrease)		(2)		-

				（△は減少）

				契約負債の増減額 ケイヤク フサイ ゾウゲンガク		-		△41

				（△は減少）

				その他		△66		△136						Others		(66)		(136)



		投資活動によるキャッシュ・フロー				△54		△136				Cash flows from investing activities				(54)		(136)



		財務活動によるキャッシュ・フロー				0		△275				Cash flows from financing activities				0		(275)



		現金及び現金同等物の期末残高				1,976		1,684				Cash and cash equivalents at end of period				1,976		1,684







防御実績抜粋

		発生/
報告時期 ハッセイ ホウコク ジキ		防御エンジン
リリース時期 ボウギョ ジキ		当時の未知脅威
及び標的型攻撃 トウジ ミチ キョウイ オヨ ヒョウテキ ガタ コウゲキ

		44136		43132		マルウェア「IcedID」

		44013		43132		ランサムウェア「Maze」

		43647		43466		ランサムウェア「Sodin]

		43313		43160		Windows タスクスケジューラを利用したマルウェア

		43282		43160		「Emotet」マルウェア

		43191		42887		ランサムウェア「Satan」

		43191		42887		ランサムウェア「GandCrab」

		43160		42887		バンキングマルウェア「Panda Banker」

		43101		42856		ランサムウェア「SpriteCoin」

		43101		42856		ランサムウェア「Rapid」

		43070		42856		仮想通貨採掘マルウェア「CoinMiner」

		43070		42856		「楽天カード株式会社」を装ったマルウェア

		43009		42736		ランサムウェア「Bad Rabbit」

		42948		42644		国内防衛産業を標的としたマルウェア

		42856		42644		ランサムウェア「WannaCry/WannaCrypt」

		42736		42614		IoTマルウェア「Mirai」

		42430		42186		ランサムウェア「Cerber」

		42156		41852		日本年金機構を狙うマルウェア「Emdivi」





yarai販売状況

				2019/3		2020/3		2021/3												（単位：円） タンイ エン

		売上高 ウリアゲ ダカ		984,653		998,110		963,287						FFRI yarai 
　売上単価 ウリアゲ タンカ		1,576		1,522		1,540

		中央省庁 チュウオウショウチョウ		182,640		156,563		80,697

		その他官公庁 タ カンコウチョウ		57,565		146,721		167,783

		金融サービス キンユウ		146,497		139,914		117,362

		運輸 ウンユ		102,498		69,338		43,019

		情報通信 ジョウホウ ツウシン		43,599		31,771		34,678

		産業インフラ サンギョウ		40,194		38,543		41,055

		その他 タ		65,685		86,982		129,402

		ライセンス数 スウ		638,678		669,832		613,996

		単価 タンカ		1,576		1,522		1,540









				売上高 ウリアゲ ダカ		単価 タンカ		ライセンス数 スウ		中央省庁 チュウオウショウチョウ		その他官公庁 タ カンコウチョウ		金融サービス キンユウ		運輸 ウンユ		情報通信 ジョウホウ ツウシン		産業インフラ サンギョウ		その他 タ

		2019/3		984,653		1,576		613,996		80697		167783		117362		43,019		34,678		41,055		129402

		2020/3		998,110		1,522		669,832		156563		146721		139914		69,338		31,771		38,543		86982

		2021/3		963,287		1,540		638,678		182640		57565		146497		102,498		43,599		40,194		65685



中央省庁	

2019/3	2020/3	2021/3	182640	156563	80697	その他官公庁	

2019/3	2020/3	2021/3	57565	146721	167783	金融サービス	

2019/3	2020/3	2021/3	146497	139914	117362	運輸	

2019/3	2020/3	2021/3	102498	69338	43019	情報通信	

2019/3	2020/3	2021/3	43599	31771	34678	産業インフラ	

2019/3	2020/3	2021/3	40194	38543	41055	その他	

2019/3	2020/3	2021/3	65685	86982	129402	売上高	

2019/3	2020/3	2021/3	984653	998110	963287	











Sheet1

				組織規模 ソシキ キボ		予算規模 ヨサン キボ

		日本 ニホン		290名 メイ		256億円 オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		アメリカ		約6,200名 ヤク メイ		約1兆134億円 ヤク チョウ オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		中国 チュウゴク		約30,000名 ヤク メイ

		ロシア		約1,000名 ヤク メイ

		イギリス				約250億円以上 ヤク オクエン イジョウ		2018年時点 ネン ジテン		年間500億円以上 ネンカン オクエン イジョウ

		北朝鮮 キタチョウセン		約6,800名 ヤク メイ

		参考：「令和2年版防衛白書」より サンコウ レイワ ネン バン ボウエイ ハクショ

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/

				サイバー領域をめぐる動向

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf



https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf

来期計画

								予算 ヨサン

						2021/3		2022/3		増減比 ゾウゲンヒ

		売上 ウリアゲ				1,618,275,686		2,001,148,585		23.7%

		ナショナル				64,467,148		67,374,222		4.5%				100

				プロダクト		41,942,374		7,374,222		-82.4%

				サービス		22,524,774		60,000,000		166.4%

		パブリック				511,977,283		794,804,680		55.2%				605

				プロダクト		330,460,210		339,004,680		2.6%

				サービス		181,517,073		455,800,000		151.1%

		プライベート				1,041,831,255		1,138,969,683		9.3%				907

				プロダクト		726,515,222		599,964,145		-17.4%

				個人 コジン		283,740,428		189,805,538		-33.1%

				サービス		31,575,605		349,200,000		1005.9%

		賃金 チンギン				320,946,225		555,137,400		73.0%		234,191,175

		雑給 ザッキュウ				90,000		100,000		11.1%		10,000

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,096,769		84,581,100		79.6%		37,484,331

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				346,235		2,603,000		651.8%		2,256,765

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				8,434,930		1,129,300		-86.6%		(7,305,630)

		通信費 ツウシンヒ				785,162		815,600		3.9%		30,438

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				3,214,614		16,199,550		403.9%		12,984,936

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				463,300		130,800		-71.8%		(332,500)

		保険料 ホケンリョウ				0		0		ERROR:#DIV/0!		0

		修繕費 シュウゼンヒ				1,681,672		3,557,385		111.5%		1,875,713

		地代家賃 チダイ ヤチン				7,148,646		8,102,536		13.3%		953,890

		賃借料 チンシャクリョウ				3,551,168		9,275,080		161.2%		5,723,912

		支払手数料 シハラ テスウリョウ				29,898,650		41,216,480		37.9%		11,317,830

		租税公課 ソゼイ コウカ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		交際費 コウサイ ヒ						117,000		ERROR:#DIV/0!		117,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				48,282,759		40,682,082		-15.7%		(7,600,677)

		支払リース料 シハラ リョウ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		会議費 カイギヒ				0		94,000		ERROR:#DIV/0!		94,000

		雑費 ザッピ				122,224		180,000		47.3%		57,776

		外注加工費 ガイチュウ カコウヒ				323,000		38,750,000		11896.9%		38,427,000

		製造費用・計 セイゾウ ヒヨウ ケイ				472,385,354		802,671,313		69.9%		330,285,959

		他勘定振替 タ カンジョウ フリカエ				(182,539,756)		(127,700,736)		-30.0%		54,839,020		385,124,979

		運送費及び保管費				230,007		300,000		30.4%		69,993

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ				138,334		812,000		487.0%		673,666

		販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ				57,643,042		31,050,000		-46.1%		(26,593,042)

		交際費 コウサイヒ				430,427		2,450,000		469.2%		2,019,573

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ				190,593,767		142,843,809		-25.1%		(47,749,958)

		役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				99,960,000		100,800,000		0.8%

		給料手当 キュウリョウ テア				284,499,480		344,501,400		21.1%

		雑給 ザッキュウ						180,000		ERROR:#DIV/0!		432,730,984		508,694,400		75,963,416

		退職金 タイショクキン						0		ERROR:#DIV/0!

		外注費 ガイチュウヒ				10,967,951		6,120,000		-44.2%		(4,847,951)

		採用費 サイヨウ ヒ				23,117,590		47,023,000		103.4%		23,905,410

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,572,800		60,252,000		26.7%

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				698,704		2,961,000		323.8%

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				11,558,669		11,448,100		-1.0%		(110,569)

		通信費 ツウシンヒ				5,872,488		7,630,200		29.9%		1,757,712

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				7,369,248		15,871,180		115.4%		8,501,932

		事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ				782,122		966,000		23.5%		183,878

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				1,539,157		1,213,200		-21.2%		(325,957)

		保険料 ホケンリョウ				6,126,960		6,860,000		12.0%		733,040

		修繕費 シュウゼンヒ				5,091,741		5,342,200		4.9%		250,459

		新聞図書費 シンブン トショ ヒ				184,009		405,200		120.2%		221,191

		研修費 ケンシュウヒ				327,276		428,000		30.8%		100,724

		地代家賃 チダイ ヤチン				34,169,213		28,544,172		-16.5%		(5,625,041)

		賃借料 チンシャクリョウ				6,826,796		8,864,200		29.8%		2,037,404

		支払手数料 シハライ テスウリョウ				76,864,184		90,203,120		17.4%		13,338,936

		諸会費 ショ カイヒ				3,860,273		4,269,400		10.6%		409,127

		会議費 カイギヒ				185,836		632,000		240.1%		446,164

		租税公課 ソゼイ コウカ				14,641,000		20,883,000		42.6%		6,242,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				11,229,243		6,790,340		-39.5%		(4,438,903)

		除去債務利息 ジョキョ サイム リソク				31,652		17,992		-43.2%		(13,660)

		除去債務差額 ジョキョ サイム サガク				(5,420,000)		0		-100.0%		5,420,000

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				138,822,055		106,208,736		-23.5%		(32,613,319)

		長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク						0		ERROR:#DIV/0!		0

		支払リース料 シハライ リョウ				272,560		53,760		-80.3%		(218,800)

		雑費						0		ERROR:#DIV/0!		0

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(36,431,197)		(25,020,000)		-31.3%		11,411,197

		販管費・計 ハン カン ヒ ケイ				999,755,387		1,030,904,009		3.1%		31,148,622
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人員数の推移
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業績サマリー（貸借対照表）

（注）2022年３月期より連結決算に移行しているため、2021年3月期については非連結での業績を比較情報として記載しております。

 現金及び預金：自己株式取得を実施したため
 固定資産：シャインテック社の株式取得によるのれんの計上
 「収益認識に関する会計基準」の適用により、前受収益、

長期前受収益は契約負債に計上しています

（単位：百万円）
2021/3
（非連結）

2022/3 3Q
（連結） 増減比（％）

流動資産 2,381 1,910 △19.8

現金及び預金 2,093 1,653 △21.0

売掛金 255 185 △27.3

固定資産 274 492 79.0

のれん - 132 -

2,656 2,402 △9.6

流動負債 608 761 25.1

前受収益 451 - -

契約負債 - 646 -

固定負債 205 8 △95.7

長期前受収益 200 - -

814 769 △5.5

株主資本 1,842 1,632 △11.4

利益剰余金 1,295 1,346 3.9

1,842 1,632 △11.4

2,656 2,402 △9.6

純資産合計

負債純資産合計

区分

資産合計

負債合計


来期計画

								予算 ヨサン

						2021/3		2022/3		増減比 ゾウゲンヒ

		売上 ウリアゲ				1,618,275,686		2,001,148,585		23.7%

		ナショナル				64,467,148		67,374,222		4.5%				100

				プロダクト		41,942,374		7,374,222		-82.4%

				サービス		22,524,774		60,000,000		166.4%

		パブリック				511,977,283		794,804,680		55.2%				605

				プロダクト		330,460,210		339,004,680		2.6%

				サービス		181,517,073		455,800,000		151.1%

		プライベート				1,041,831,255		1,138,969,683		9.3%				907

				プロダクト		726,515,222		599,964,145		-17.4%

				個人 コジン		283,740,428		189,805,538		-33.1%

				サービス		31,575,605		349,200,000		1005.9%

		賃金 チンギン				320,946,225		555,137,400		73.0%		234,191,175

		雑給 ザッキュウ				90,000		100,000		11.1%		10,000

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,096,769		84,581,100		79.6%		37,484,331

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				346,235		2,603,000		651.8%		2,256,765

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				8,434,930		1,129,300		-86.6%		(7,305,630)

		通信費 ツウシンヒ				785,162		815,600		3.9%		30,438

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				3,214,614		16,199,550		403.9%		12,984,936

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				463,300		130,800		-71.8%		(332,500)

		保険料 ホケンリョウ				0		0		ERROR:#DIV/0!		0

		修繕費 シュウゼンヒ				1,681,672		3,557,385		111.5%		1,875,713

		地代家賃 チダイ ヤチン				7,148,646		8,102,536		13.3%		953,890

		賃借料 チンシャクリョウ				3,551,168		9,275,080		161.2%		5,723,912

		支払手数料 シハラ テスウリョウ				29,898,650		41,216,480		37.9%		11,317,830

		租税公課 ソゼイ コウカ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		交際費 コウサイ ヒ						117,000		ERROR:#DIV/0!		117,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				48,282,759		40,682,082		-15.7%		(7,600,677)

		支払リース料 シハラ リョウ						0		ERROR:#DIV/0!		0

		会議費 カイギヒ				0		94,000		ERROR:#DIV/0!		94,000

		雑費 ザッピ				122,224		180,000		47.3%		57,776

		外注加工費 ガイチュウ カコウヒ				323,000		38,750,000		11896.9%		38,427,000

		製造費用・計 セイゾウ ヒヨウ ケイ				472,385,354		802,671,313		69.9%		330,285,959

		他勘定振替 タ カンジョウ フリカエ				(182,539,756)		(127,700,736)		-30.0%		54,839,020		385,124,979

		運送費及び保管費				230,007		300,000		30.4%		69,993

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ				138,334		812,000		487.0%		673,666

		販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ				57,643,042		31,050,000		-46.1%		(26,593,042)

		交際費 コウサイヒ				430,427		2,450,000		469.2%		2,019,573

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ				190,593,767		142,843,809		-25.1%		(47,749,958)

		役員報酬 ヤクイン ホウシュウ				99,960,000		100,800,000		0.8%

		給料手当 キュウリョウ テア				284,499,480		344,501,400		21.1%

		雑給 ザッキュウ						180,000		ERROR:#DIV/0!		432,730,984		508,694,400		75,963,416

		退職金 タイショクキン						0		ERROR:#DIV/0!

		外注費 ガイチュウヒ				10,967,951		6,120,000		-44.2%		(4,847,951)

		採用費 サイヨウ ヒ				23,117,590		47,023,000		103.4%		23,905,410

		法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ				47,572,800		60,252,000		26.7%

		福利厚生費 フクリ コウセイヒ				698,704		2,961,000		323.8%

		旅費交通費 リョヒ コウツウヒ				11,558,669		11,448,100		-1.0%		(110,569)

		通信費 ツウシンヒ				5,872,488		7,630,200		29.9%		1,757,712

		消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ				7,369,248		15,871,180		115.4%		8,501,932

		事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ				782,122		966,000		23.5%		183,878

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ				1,539,157		1,213,200		-21.2%		(325,957)

		保険料 ホケンリョウ				6,126,960		6,860,000		12.0%		733,040

		修繕費 シュウゼンヒ				5,091,741		5,342,200		4.9%		250,459

		新聞図書費 シンブン トショ ヒ				184,009		405,200		120.2%		221,191

		研修費 ケンシュウヒ				327,276		428,000		30.8%		100,724

		地代家賃 チダイ ヤチン				34,169,213		28,544,172		-16.5%		(5,625,041)

		賃借料 チンシャクリョウ				6,826,796		8,864,200		29.8%		2,037,404

		支払手数料 シハライ テスウリョウ				76,864,184		90,203,120		17.4%		13,338,936

		諸会費 ショ カイヒ				3,860,273		4,269,400		10.6%		409,127

		会議費 カイギヒ				185,836		632,000		240.1%		446,164

		租税公課 ソゼイ コウカ				14,641,000		20,883,000		42.6%		6,242,000

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				11,229,243		6,790,340		-39.5%		(4,438,903)

		除去債務利息 ジョキョ サイム リソク				31,652		17,992		-43.2%		(13,660)

		除去債務差額 ジョキョ サイム サガク				(5,420,000)		0		-100.0%		5,420,000

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				138,822,055		106,208,736		-23.5%		(32,613,319)

		長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク						0		ERROR:#DIV/0!		0

		支払リース料 シハライ リョウ				272,560		53,760		-80.3%		(218,800)

		雑費						0		ERROR:#DIV/0!		0

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(36,431,197)		(25,020,000)		-31.3%		11,411,197

		販管費・計 ハン カン ヒ ケイ				999,755,387		1,030,904,009		3.1%		31,148,622





売上利益

				13				14				15				15

				2020/3				2021/3				2022/3				2022/3

				連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		非連結 ヒレンケツ		前期比 ゼンキヒ		連結 レンケツ		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク

		売上高 ウリアゲダカ		1,602,027,218				1,618,275,686		1.0%		2,001,148,585		23.7%		2,292,879,355		41.7%				1,613,000,000		0.3%



		営業利益 エイギョウ リエキ		341,130,690				328,716,921		-3.6%		295,273,999		-10.2%		305,608,014		-7.0%				250,000,000		31.5%

		％		21.3%				20.3%				14.8%				13.3%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		341,726,006				329,515,289		-3.6%		295,273,999		-10.4%		335,491,014		1.8%				250,000,000		31.8%

		％		21.3%				20.4%				14.8%				14.6%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		274,488,938				249,242,394		-9.2%		204,861,199		-17.8%		238,869,814		-4.2%				173,000,000		44.1%

		％		17.1%				15.4%				10.2%				10.4%





経費比較

						2021年3月期（14期）4Q										2020年3月期（13期）4Q

		0700		運送費及び保管費		230,007		10,519		4.8%		運送費及び保管費				219,488

		0702		広告宣伝費		138,334		(5,993,916)		-97.7%		広告宣伝費				6,132,250

		0703		販売促進費		57,643,042		43,438,062		305.8%		販売促進費				14,204,980

		0704		交際費		430,427		(201,608)		-31.9%		交際費				632,035

		0705		販売手数料		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		販売手数料				220,657,852

		0720		役員報酬		99,960,000		3,360,000		3.5%		役員報酬				96,600,000

		0721		給料手当		256,770,386		4,017,505		1.6%		給料手当				252,752,881

								(174,600)		-100.0%		雑給				174,600

		0728		外注費		10,967,951		(12,549,038)		-53.4%		外注費				23,516,989

		0729		採用費		23,117,590		8,018,917		53.1%		採用費				15,098,673

		0730		法定福利費		43,854,093		1,193,855		2.8%		法定福利費				42,660,238

		0731		福利厚生費		658,428		(4,686,836)		-87.7%		福利厚生費				5,345,264

		0740		旅費交通費		11,067,619		(8,146,372)		-42.4%		旅費交通費				19,213,991

		0741		通信費		5,803,647		1,203,655		26.2%		通信費				4,599,992

		0742		消耗品費		7,225,614		4,475,793		162.8%		消耗品費				2,749,821

		0743		事務用品費		771,231		(40,183)		-5.0%		事務用品費				811,414

		0744		水道光熱費		1,479,797		(262,520)		-15.1%		水道光熱費				1,742,317

		0745		保険料		6,126,960		(334,820)		-5.2%		保険料				6,461,780

		0746		修繕費		5,056,445		1,316,044		35.2%		修繕費				3,740,401

		0748		新聞図書費		176,982		98,233		124.7%		新聞図書費				78,749

		0749		研修費		327,276		(111,362)		-25.4%		研修費				438,638

		0751		地代家賃		32,985,317		14,362,633		77.1%		地代家賃				18,622,684

		0752		賃借料		6,606,964		(255,123)		-3.7%		賃借料				6,862,087

		0753		支払手数料		75,920,785		(628,493)		-0.8%		支払手数料				76,549,278

		0754		諸会費		3,860,273		(225,174)		-5.5%		諸会費				4,085,447

		0756		会議費		163,108		(293,710)		-64.3%		会議費				456,818

		0757		租税公課		14,641,000		2,075,900		16.5%		租税公課				12,565,100

		0760		減価償却費		9,472,077		4,287,914		82.7%		減価償却費				5,184,163

		0761		除去債務利息		31,652		(85,476)		-73.0%		除去債務利息				117,128

		0762		除去債務差額		(5,420,000)		(5,420,000)		ERROR:#DIV/0!

		0765		研究開発費		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発費				100,197,794

		0768		支払リース料		272,560		(244,640)		-47.3%		支払リース料				517,200

		0783		他勘定振替				0		ERROR:#DIV/0!		他勘定振替				0

				販売費及び一般管理費計		999,755,387		56,765,335		6.0%		販売費及び一般管理費計				942,990,052

				人件費 ジンケンヒ		401,242,907		3,709,924		0.9%		人件費 ジンケンヒ				397,532,983

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		138,822,055		38,624,261		38.5%		研究開発 ケンキュウ カイハツ				100,197,794

				手数料 テスウリョウ		190,593,767		(30,064,085)		-13.6%		手数料 テスウリョウ				220,657,852

				その他 タ		269,096,658		44,495,235		19.8%		その他 タ				224,601,423





原価比較

				13期Q4 キ		14期Q4 キ

		労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

		経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

		振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

		売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



		人件費 ジンケンヒ		397,532,983		432,730,984		8.9%

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

		販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

		その他 タ		224,601,423		237,608,581		5.8%

		販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





経費予実差異

						予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ		％

		売上 ウリアゲ				1,613,103,087		1,618,275,686		5,172,599

		ナショナル				100,294,201		64,467,148		(35,827,053)

				プロダクト		40,294,201		41,942,374		1,648,173				41,942,374

				サービス		60,000,000		22,524,774		(37,475,226)				22,524,774

		パブリック				605,378,923		511,977,283		(93,401,640)

				プロダクト		363,938,923		330,460,210		(33,478,713)				580,433,749

				サービス		241,440,000		181,517,073		(59,922,927)				222,754,700

		プライベート				907,429,963		1,041,831,255		134,401,292

				プロダクト		713,280,843		726,515,222		13,234,379				1,210,140,729

				個人 コジン		194,149,120		283,740,428		89,591,308				489,609,328		42,012,328		241,728,100

				サービス		0		31,575,605		31,575,605				55,159,210		1,924,205		29,651,400

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ				409,455,094		291,096,612		118,358,482		71.1%

		労務費 ロウムヒ				393,664,356		369,626,058		24,038,298		93.9%

				賃金 チンギン		338,323,483		320,946,225		17,377,258		94.9%				→採用計画との乖離？ サイヨウ ケイカク カイリ				25M

				雑給 ザッキュウ		0		90,000		(90,000)		ERROR:#DIV/0!

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,704,061		47,096,769		4,607,292		91.1%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		3,636,812		346,235		3,290,577		9.5%

				労務費見合 ロウムヒ ミア				1,146,829		(1,146,829)		ERROR:#DIV/0!

		経費 ケイヒ				121,041,244		104,010,310		17,030,934		85.9%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		8,223,789		8,434,930		(211,141)		102.6%

				通信費 ツウシンヒ		1,178,372		785,162		393,210		66.6%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		1,247,100		3,214,614		(1,967,514)		257.8%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		677,100		463,300		213,800		68.4%

				保険料 ホケンリョウ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				修繕費 シュウゼンヒ		931,863		1,681,672		(749,809)		180.5%

				地代家賃 チダイ ヤチン		7,148,646		7,148,646		0		100.0%

				賃借料 チンシャクリョウ		9,749,423		3,551,168		6,198,255		36.4%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払手数料 シハラ テスウリョウ		37,149,480		29,898,650		7,250,830		80.5%				→要確認 ヨウ カクニン

				租税公課 ソゼイ コウカ		0				0		ERROR:#DIV/0!

				交際費 コウサイ ヒ		111,000				111,000		0.0%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		54,161,471		48,282,759		5,878,712		89.1%				→要確認 ヨウ カクニン

				支払リース料 シハラ リョウ		110,000		0		110,000		0.0%

				会議費 カイギヒ		132,000				132,000		0.0%

				雑費 ザッピ		221,000		122,224		98,776		55.3%

				外注加工費 ガイチュウ カコウヒ		0		323,000		(323,000)		ERROR:#DIV/0!

				経費見合 ケイヒ ミア				104,185		(104,185)		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(105,250,506)		(182,539,756)		77,289,250		173.4%

				仕掛品 シカカリヒン		2,729,144		733,189		1,995,955		26.9%

				ソフトウェア		(17,356,000)		(23,040,115)		5,684,115		132.8%

				研究開発 ケンキュウ カイハツ		(84,926,104)		(103,641,872)		18,715,768		122.0%				migi 

				その他 タ		(5,697,546)		(56,590,958)		50,893,412		993.3%				→販売促進費　５７Mの振替が含まれる ハンバイ ソクシンヒ フリカエ フク

		販管費 ハンカンヒ				953,535,779		999,755,387		(46,219,608)		104.8%

				運送費及び保管費		292,434		230,007		62,427		78.7%

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		418,334		138,334		280,000		33.1%

				販売促進費 ハンバイ ソクシン ヒ		10,663,497		57,643,042		(46,979,545)		540.6%				原価からの振替を含む ゲンカ フリカエ フク

				交際費 コウサイヒ		1,830,000		430,427		1,399,573		23.5%

				販売手数料 ハンバイテスウリョウ		145,480,269		190,593,767		(45,113,498)		131.0%				安心アプリチェッカーの売上が想定より減少しなかった アンシン ウリアゲ ソウテイ ゲンショウ

				役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		99,960,000		99,960,000		0		100.0%		人件費差異 ジンケンヒ サイ

				給料手当 キュウリョウ テア		289,181,532		256,770,386		32,411,146		88.8%		46,555,890

				雑給 ザッキュウ		120,000				120,000		0.0%

				退職金 タイショクキン		0				0		ERROR:#DIV/0!

				外注費 ガイチュウヒ		18,666,835		10,967,951		7,698,884		58.8%

				採用費 サイヨウ ヒ		19,118,943		23,117,590		(3,998,647)		120.9%

				法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		51,447,926		43,854,093		7,593,833		85.2%

				福利厚生費 フクリ コウセイヒ		7,089,339		658,428		6,430,911		9.3%

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		17,957,434		11,067,619		6,889,815		61.6%

				通信費 ツウシンヒ		9,240,655		5,803,647		3,437,008		62.8%

				消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		8,759,577		7,225,614		1,533,963		82.5%

				事務用品費 ジムヨウ ヒン ヒ		1,125,449		771,231		354,218		68.5%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		2,380,751		1,479,797		900,954		62.2%

				保険料 ホケンリョウ		6,500,181		6,126,960		373,221		94.3%

				修繕費 シュウゼンヒ		7,815,972		5,056,445		2,759,527		64.7%

				新聞図書費 シンブン トショ ヒ		238,000		176,982		61,018		74.4%

				研修費 ケンシュウヒ		329,773		327,276		2,497		99.2%

				地代家賃 チダイ ヤチン		32,577,787		32,985,317		(407,530)		101.3%

				賃借料 チンシャクリョウ		8,614,835		6,606,964		2,007,871		76.7%

				支払手数料 シハライ テスウリョウ		88,419,031		75,920,785		12,498,246		85.9%

				諸会費 ショ カイヒ		4,426,374		3,860,273		566,101		87.2%

				会議費 カイギヒ		891,000		163,108		727,892		18.3%

				租税公課 ソゼイ コウカ		16,847,000		14,641,000		2,206,000		86.9%

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		17,552,167		9,472,077		8,080,090		54.0%

				除去債務利息 ジョキョ サイム リソク		147,380		31,652		115,728		21.5%

				除去債務差額				(5,420,000)		5,420,000		ERROR:#DIV/0!

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		110,792,328		138,822,055		(28,029,727)		125.3%

				長期前払費用償却 チョウキ ゼン ハラ ヒヨウ ショウキャク		0				0		ERROR:#DIV/0!

				支払リース料 シハライ リョウ		517,200		272,560		244,640		52.7%

				雑費		0				0		ERROR:#DIV/0!

		他勘定振替 タカンジョウ フリカエ				(25,866,224)		0		(25,866,224)		0.0%





売上区分

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																						（Units：: million yen）

		売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3								2022/3																売上区分 ウリアゲ クブン						2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q																Q1		Q2		Q3		Q4

		ナショナル
セキュリティ
セクター		セキュリティ・プロダクト				19.4		19.4		1.5		1.5		1.3		1.3		0.4		-				3.0						National Security Sector		Security Products				1.3		1.3		0.4		-

				セキュリティ・サービス				0.0		5.0		6.6		10.8		13.4		9.6		5.0		-				28.0		31.0						Security Service				13.4		9.6		5.0		-

		パブリック
セクター		セキュリティ・プロダクト				83.5		83.4		83.0		80.4		78.5		78.7		79.4		-				236.6						Public sector		Security Products				78.5		78.7		79.4		-

				セキュリティ・サービス				12.0		0.4		28.7		140.2		6.4		21.4		78.6		-				106.4		343.0						Security Service				6.4		21.4		78.6		-

		プライベート
セクター		セキュリティ・
プロダクト		法人 ホウジン		160.2		160.6		162.7		242.8		156.9		157.6		150.6		-				465.1						Private sector		Security Products		Corporate
use		156.9		157.6		150.6		-

						個人 コジン		67.1		66.7		71.9		77.8		64.2		60.9		60.5		-				185.6								Security Products		Personal
use		64.2		60.9		60.5		-

				セキュリティ・サービス				1.7		16.8		4.9		7.9		4.7		14.4		6.9		-				26.0		676.7						Security Service				4.7		14.4		6.9		-

		ソフトウエア開発・テスト事業 カイハツ ジギョウ						-		-		-		-		-		97.8		98.5		-										Other								97.8

		合計 ゴウケイ						344.2		352.4		359.6		561.9		325.7		442.1		480.0		-				1,247.8						Total						325.7		442.1		480.0		-

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		売上区分 ウリアゲ クブン						2020/3								2021/3

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		ナショナル
セキュリティ
セクター		プロダクト				19,433,215.0		19,416,123.0		1,541,632.0		1,551,404.0		1,382,908		1,373,016

				サービス				0.0		5,017,655.0		6,663,000.0		10,844,119.0		13,440,669		9,672,323										25,868,916

		パブリック
セキュリティ
セクター		プロダクト				83,541,476.0		83,403,831.0		83,028,232.0		80,486,671.0		78,591,997		78,752,053

				サービス				12,027,981.0		444,473.0		28,765,173.0		140,279,446.0		6,451,465		21,451,572										185,247,087

		プライベート
セクター		プロダクト		法人 ホウジン		160,256,521.0		160,610,304.0		162,758,682.0		242,889,715.0		156,924,626		157,602,783

						個人 コジン		67,187,810.0		66,728,980.0		71,952,110.0		77,871,528.0		64,208,404		60,972,755

				サービス				1,792,000.0		16,824,400.0		4,967,205.0		7,992,000.0		4,710,000		14,405,000										458,823,568

		その他 タ																97,895,481

		合計 ゴウケイ						344,239,003		352,445,766		359,676,034		561,914,883		325,710,069		442,124,983		0		0

										696,684,769





原価販管

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：: million yen）

		費用の種類						2021/3 3Q
(非連結) ヒレンケツ		2022/3 3Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/19		FY3/21		YoY（％）

																						（Consolidated）		（Non-     Consolidated）

				　労務費				270		323		19.5						　Labor costs				270		323		19.5

				　経費				75		64		△14.4						　Expenses				75		64		-14.4

				　期首・期末棚卸及び他勘定振替				△168		△152		-						　Inventories/Transfer to other accounts				-168		-152		-

						研究開発費への振替		△89		△69		-								Transfer to R&D expenses		-89		-69		-

						ソフトウェアへの振替		△12		△2		-								Transfer to software		-12		-2		-

						その他の振替		△66		△80		-								Other transfers		-66		-80		-

		売上原価合計						177		234		31.8				　Cost of Sales						177		234		31.8

				　人件費				302		379		25.5						　Personnel expenses				302		379		25.5

				　研究開発費				114		96		△16.0						　Research and development expenses				114		96		-16

				　販売手数料				145		127		△11.8						　Sales commission				145		127		-11.8

				　その他				207		241		16.6						　Other expenses				207		241		16.6

		販売管理費合計 ハンバイ カンリヒ						769		845		9.9				　Selling, general and administrative expenses						769		845		9.9





										432,730,984		8.9%

										138,822,055		38.5%										13期Q4 キ		14期Q4 キ

										190,593,767		-13.6%								労務費 ロウムヒ		318,741,079		369,626,058		16.0%

										237,608,581		5.8%								経費 ケイヒ		115,943,680		104,010,310		-10.3%

																				振替 フリカエ		(116,778,283)		(183,832,990)

																				売上原価合計 ウリアゲ ゲンカ ゴウケイ		317,906,476		289,803,378		-8.8%



																				人件費 ジンケンヒ		397,532,983		401,242,907		0.9%

																				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		100,197,794		138,822,055		38.5%

																				販売手数料 ハンバイ テスウリョウ		220,657,852		190,593,767		-13.6%

																				その他 タ		224,601,423		269,096,658		19.8%

																				販促費合計 ハンソクヒ ゴウケイ		942,990,052		999,755,387		6.0%





BS

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2022/3 3Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,910		△19.8						Current assets				2,381		1,910		-19.8

						現金及び預金		2,093		1,653		△21.0								Cash and deposits		2,093		1,653		-21.0

						売掛金		255		185		△27.3								Accounts receivable-trade		255		185		-27.3

				固定資産				274		492		79.0						Noncurrent assets				274		492		79.0

						のれん		-		132		-								Goodwill		-		132		-

		資産合計						2,656		2,402		△9.6				Assets						2,656		2,402		-9.6

				流動負債				608		761		25.1						Current liabilities				608		761		25.1

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		646		-								Contract asset		-		646		-

				固定負債				205		8		△95.7						Noncurrent liabilities				205		8		-95.7

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		769		△5.5				Liabilities						814		769		-5.5

				株主資本				1,842		1,632		△11.4						Shareholders’ equity				1,842		1,632		-11.4

						利益剰余金		1,295		1,346		3.9								Retained earnings		1,295		1,346		3.9

		純資産合計						1,842		1,632		△11.4				Net assets						1,842		1,632		-11.4

		負債純資産合計						2,656		2,402		△9.6				Liabilities and net assets						2,656		2,402		-9.6

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン														（Units：million yen）

		区分						2021/3
（非連結） ヒレンケツ		2021/3 1Q
（連結） レンケツ		増減比（％）				Classification						FY3/20		FY3/21		YoY（％）

				流動資産				2,381		1,969		△17.3						Current assets				2,381		1,969		-17.3

						現金及び預金		2,093		1,846		△11.8								Cash and deposits		2,093		1,846		-11.8

						売掛金		255		89		△65.0								Accounts receivable-trade		255		89		-65.0

				固定資産				274		455		65.8						Noncurrent assets				274		455		65.8

		資産合計						2,656		2,406		△9.4				Assets						2,656		2,406		-9.4

				流動負債				608		870		43.1						Current liabilities				608		870		43.1

						前受収益		451		-		-								Unearned revenue		451		-		-

						契約負債 ケイヤク フサイ		-		739		-

				固定負債				205		14		△93.1						Noncurrent liabilities				205		14		-93.1

						長期前受収益		200		-		-								Long-term Unearned  revenue		200		-		-

		負債合計						814		884		8.7				Liabilities						814		884		8.7

				株主資本				1,842		1,521		△17.4						Shareholders’ equity				1,842		1,521		-17.4

						利益剰余金		1,295		1,234		△4.7								Retained earnings		1,295		1,234		-4.7

		純資産合計						1,842		1,521		△17.4				Net assets						1,842		1,521		-17.4

		負債純資産合計						2,656		2,406		△9.4				Liabilities and net assets						2,656		2,406		-9.4





CF

								（単位：百万円）										（Units: million yen）

		区分				2021/3　2Q		2022/3　2Q 				Classification				FY3/20		FY3/21



		営業活動によるキャッシュ・フロー				27		1				Net cash provided by operating activities				27		1



				税引前当期純利益		54		△16						Profit before income taxes		54		(16)



				減価償却費		30		22						Decrease (increase) in notes 
  and accounts receivable		30		22



				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン		137		174						Changes in the amount of accounts
  receivable (△ indicates increase)		137		174

				（△は減少）

				前受収益の増減額		△124		-						 Increase (decrease) in unearned  
   revenue (△ indicates decrease)		(124)		-

				（△は減少）

				長期前受収益の増減額		△2		-						Increase (decrease) in long-term unearned revenue (△ indicates decrease)		(2)		-

				（△は減少）

				契約負債の増減額 ケイヤク フサイ ゾウゲンガク		-		△41

				（△は減少）

				その他		△66		△136						Others		(66)		(136)



		投資活動によるキャッシュ・フロー				△54		△136				Cash flows from investing activities				(54)		(136)



		財務活動によるキャッシュ・フロー				0		△275				Cash flows from financing activities				0		(275)



		現金及び現金同等物の期末残高				1,976		1,684				Cash and cash equivalents at end of period				1,976		1,684







防御実績抜粋

		発生/
報告時期 ハッセイ ホウコク ジキ		防御エンジン
リリース時期 ボウギョ ジキ		当時の未知脅威
及び標的型攻撃 トウジ ミチ キョウイ オヨ ヒョウテキ ガタ コウゲキ

		44136		43132		マルウェア「IcedID」

		44013		43132		ランサムウェア「Maze」

		43647		43466		ランサムウェア「Sodin]

		43313		43160		Windows タスクスケジューラを利用したマルウェア

		43282		43160		「Emotet」マルウェア

		43191		42887		ランサムウェア「Satan」

		43191		42887		ランサムウェア「GandCrab」

		43160		42887		バンキングマルウェア「Panda Banker」

		43101		42856		ランサムウェア「SpriteCoin」

		43101		42856		ランサムウェア「Rapid」

		43070		42856		仮想通貨採掘マルウェア「CoinMiner」

		43070		42856		「楽天カード株式会社」を装ったマルウェア

		43009		42736		ランサムウェア「Bad Rabbit」

		42948		42644		国内防衛産業を標的としたマルウェア

		42856		42644		ランサムウェア「WannaCry/WannaCrypt」

		42736		42614		IoTマルウェア「Mirai」

		42430		42186		ランサムウェア「Cerber」

		42156		41852		日本年金機構を狙うマルウェア「Emdivi」





yarai販売状況

				2019/3		2020/3		2021/3												（単位：円） タンイ エン

		売上高 ウリアゲ ダカ		984,653		998,110		963,287						FFRI yarai 
　売上単価 ウリアゲ タンカ		1,576		1,522		1,540

		中央省庁 チュウオウショウチョウ		182,640		156,563		80,697

		その他官公庁 タ カンコウチョウ		57,565		146,721		167,783

		金融サービス キンユウ		146,497		139,914		117,362

		運輸 ウンユ		102,498		69,338		43,019

		情報通信 ジョウホウ ツウシン		43,599		31,771		34,678

		産業インフラ サンギョウ		40,194		38,543		41,055

		その他 タ		65,685		86,982		129,402

		ライセンス数 スウ		638,678		669,832		613,996

		単価 タンカ		1,576		1,522		1,540









				売上高 ウリアゲ ダカ		単価 タンカ		ライセンス数 スウ		中央省庁 チュウオウショウチョウ		その他官公庁 タ カンコウチョウ		金融サービス キンユウ		運輸 ウンユ		情報通信 ジョウホウ ツウシン		産業インフラ サンギョウ		その他 タ

		2019/3		984,653		1,576		613,996		80697		167783		117362		43,019		34,678		41,055		129402

		2020/3		998,110		1,522		669,832		156563		146721		139914		69,338		31,771		38,543		86982

		2021/3		963,287		1,540		638,678		182640		57565		146497		102,498		43,599		40,194		65685



中央省庁	

2019/3	2020/3	2021/3	182640	156563	80697	その他官公庁	

2019/3	2020/3	2021/3	57565	146721	167783	金融サービス	

2019/3	2020/3	2021/3	146497	139914	117362	運輸	

2019/3	2020/3	2021/3	102498	69338	43019	情報通信	

2019/3	2020/3	2021/3	43599	31771	34678	産業インフラ	

2019/3	2020/3	2021/3	40194	38543	41055	その他	

2019/3	2020/3	2021/3	65685	86982	129402	売上高	

2019/3	2020/3	2021/3	984653	998110	963287	











Sheet1

				組織規模 ソシキ キボ		予算規模 ヨサン キボ

		日本 ニホン		290名 メイ		256億円 オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		アメリカ		約6,200名 ヤク メイ		約1兆134億円 ヤク チョウ オクエン		2020年度時点 ネン ド ジテン

		中国 チュウゴク		約30,000名 ヤク メイ

		ロシア		約1,000名 ヤク メイ

		イギリス				約250億円以上 ヤク オクエン イジョウ		2018年時点 ネン ジテン		年間500億円以上 ネンカン オクエン イジョウ

		北朝鮮 キタチョウセン		約6,800名 ヤク メイ

		参考：「令和2年版防衛白書」より サンコウ レイワ ネン バン ボウエイ ハクショ

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/

				サイバー領域をめぐる動向

				https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf



https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf/R02010303.pdf
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2022年3月期の主な取組み

Fourteenforty Research Institute
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2022年3月期の取り組み

ナショナルセキュリティセクター ・国家安全保障において重要性が増しているナショナルセキュリティの分野へ注力
・引き続き需要の多い教育案件を中心に、防衛産業企業と共同で案件を進める
・防衛産業企業や、周辺組織と連携した提案活動を進める
・需要の増加に対応すべく、優秀なエンジニアの採用を加速

パブリックセキュリティセクター ・販売パートナーへのOEM提供による販路拡大や、自治体向けキャンペーンの実施
など、協力して販売促進活動を行う。
・地方自治体の抱える課題解決となるソリューションの提供

プライベートセクター ・戦略的販売パートナーとの連携強化
・FFRI yaraiの機能強化の継続実施
・国内・海外ともに販売力を持った新たな販売パートナーの獲得を進める
・車載セキュリティ向け研究開発及び、その他のIoTセキュリティ分野の開拓

※戦略的販売パートナー・・・当社グループからの積極的な営業支援の提供を受け、当社製品の販売に対する高いインセンティブを持つ販売パートナー
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ナショナルセキュリティセクターにおける市場の状況
防衛省のサイバー関連経費と部隊人員数は、政府の進める抜本的な改革によって、ここ数年増加傾向
それでも周辺諸国に比べ規模が小さく、さらなる体制強化のため令和４年度も増員・増額の見通し
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平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度(計画)

予算額（億円） 人員数（名） 各国のサイバー部隊規模

国名 組織規模

アメリカ 約6,200名

中国 約30,000名

ロシア 約1,000名

北朝鮮 約6,800名

参考：「令和2年版防衛白書」より

防衛省のサイバー関連経費と人員数の推移
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ナショナルセキュリティセクターにおける市場の状況
防衛省の令和４年度予算計画においては「サイバー攻撃対処に係る部外力の活用」に３８億円を計画するなど、
当社を始めとする民間のもつ技術基盤の活用を進める計画となっている

自衛隊サイバー防衛隊（仮称）の増員や、関連部隊の体制整備・拡大を計画するなど急速に体制整備が進む

参考：防衛省「我が国の防衛と予算-令和４年度予概算要求の概要」より抜粋

令和４年度予算の主な内訳

サイバー人材の確保・育成 約 15億円

サイバー攻撃対処に係る部外力の活用 約 38億円

サイバー演習環境の整備 約 12億円

サイバー攻撃対処技術の研究 約 24億円

システム・ネットワーク管理機能の整備 約 64億円
その他サイバー関連経費 約189億円
合計 約342億円

サイバー攻撃対処に関する高度な専門的知見を
必要とする業務について、部外力を活用

装備品等に対するサイバー攻撃発生時における
被害拡大防止やシステムの運用継続を図るため、
対処能力向上に資する技術の研究を実施

令和４年度も部隊の増員や育成により、
急速に体制整備を進める方針となっている
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ナショナルセキュリティセクターにおける取り組み

足元で需要の多いセキュリティ教育および調査・研究案件を中心に実施
防衛産業企業と協業した提案活動や、関係省庁と協議を進め、戦略的に研究開発を進めている
急激な需要増大を取り組むための組織体制構築が順調に進む

教育・研修 調査・研究 提案活動

足元で案件が豊富
当社のノウハウが活かせる

防衛産業企業と協業

最新脅威情報の収集
対策技術の研究など

将来の案件化へ向けた
提案活動
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積極的なセキュリティ・サービス案件の獲得
ナショナルセキュリティセクターの業務を拡大するため、積極的に案件を獲得し、幅広い分野で
高度で先端的なセキュリティノウハウを蓄積していく
国内他ベンダーが提供できていない５GやAI、IoTなどの先端技術領域のサービスも提供

リバースエンジニアリングや、セキュリティ
脆弱性の発見をテーマとした実践的
なトレーニングを提供します。

高度セキュリティ
技術者トレーニング

IoT機器や５Gネットワーク、AIシステム
の脅威分析や、バックドア検出などの
セキュリティ検査を提供します。

日本を標的としたマルウェアのIoC情
報提供や、セキュリティ・コンサルティン
グ、インシデントの対応相談などを提
供します。

サイバーインテリジェンス
の提供

先端技術領域
セキュリティ分析・診断

AI IoT

<サービスメニューの一例>
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パブリックセクターにおける市場の状況
経済を安全保証の観点で捉え直す 「経済安全保障」 の実現に向けた取り組みが進んでいる中で、
基幹インフラ事業者（医療・金融・エネルギー等）に対するセキュリティ対策を義務化する方針
安全保障の実現にあたっては、サプライチェーンリスクが重要な課題として掲げられているため、
海外企業の参入は困難であり、国内でサイバーセキュリティの研究開発を行う当社の強みが活かせる市場となっている

実現に向けた政府の取り組み

国内SIer

海外ベンダー

・国家安全保障戦略の見直しによる対策の加速
・基幹インフラ事業者に対するセキュリティ対策の
義務化（2022年度計画）
・サプライチェーン及び技術基盤の強靭化
・上記を取りまとめた「経済安全保障法」案の
来季国会での実現を目指す

経済安全
保障

サプライチェーンリスク

研究開発機能の不足

高度なリサーチ能力
関係省庁との信頼関係
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地方自治体向けソリューションの提供を開始

地方自治体向けのガイドラインが発表され、今後の需要増が見込まれる
販売パートナーと連携し、予算・人材とも不足しがちな地方自治体向けのソリューションを提供

地方自治体

予算・人材とも不足しているケースが多い

SKYSEA Client View
EDRプラスパック（2021年6月リリース）

予算 人材・マンパワー

ActSecure Χ（2021年6月リリース）

SOCサービス
EDR 端末ソリューション SKYSEA＆
yarai SOC（2021年8月リリース）
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その他の取り組み

販売パートナーへのOEM提供など、連携強化による販売拡大を進める

優秀なエンジニアの採用加速及び人材育成
ナショナルセキュリティセクターにおける急激な市場拡大へ向けて、エンジニアを中心に人員の
拡充および体制の整備を進めている。

・戦略的販売パートナーとの連携強化を継続
・個人・小規模事業者向けOEM製品などの販売が拡大
・「FFRI yarai技術者認定制度」を設立し、販売パートナーとの連携を強化するとともに、
エンドユーザーの満足度向上を図る。

エンジニア人員数
2021/3 71名 → 2022/3 ３Q 79名 ＋８名
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NFラボラトリーズより、優秀な高度セキュリティ人材の育成と輩出を継続

株式取得によりシャインテック社を完全子会社化（2021年5月）

株式会社シャインテック
（神奈川県川崎市）

・教育・研修事業に加え、業務受託事業が好調に推移し、
売上・利益とも順調に成長
・人材育成基盤を強化し、高度セキュリティ人材の育成を進める
・持分法による投資利益36百万円を計上

・品質保証・テスト業務等を中心に実施
・将来的に当社の持つセキュリティ技術を組み合わせ、
サイバー・セキュリティを含めた、より幅広いサービスの提供を行う
・セキュリティ関連の教育体制整備を進める

NTT Comとの合弁会社(2019年１月設立)

その他の取り組み
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株主還元の取り組み

120,000株の自己株式取得を実施
今後も中長期的に、利益の中から株主還元施策を実施予定

取得結果

取得対象株式の種類 普通株式

取得した株式の総数 120,000株
株式の取得価額の総額 260,494,000円
取得期間 令和３年５月19日～６月14日
取得の方法 東京証券取引所における市場買付け
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連結業績予想

（単位：百万円）

区分 2021/3実績
（非連結）

2022/3計画
（連結） 増減比（％）

売上高 1,618 1,768 9.3

営業利益
(利益率：％)

328
(20.3)

75
(4.3) △77.1

経常利益
(利益率：％)

329
(20.4)

117
(6.7) △64.3

親会社株主に帰属する
当期純利益
(利益率：％)

249
(15.4)

84
(4.8) △66.0

（注）2022年３月期より連結決算に移行しているため、2021年3月期については非連結での業績を比較情報として記載しております。

連結決算となり、シャインテック株式取得に係る付随費用を損益計算書に計上する会計処理を適用
高い秘匿性が求められるセキュリティ・サービスの案件獲得のための体制整備に時間を要した他、新型コロナウイルス感染症
の再拡大による影響で、計画に織り込んでいた案件でも遅延や失注が発生したため、業績予想を修正した
将来のナショナルセキュリティセクターでの大きな需要を取り込める体制構築が進んでいる
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連結業績予想（売上高のセクター別内訳）

（単位：百万円）

区分
2021/3

実績（単体）
2022/3

計画（連結）
増減比
（％）

ナショナルセキュリティセクター 64 55 △14.6

パブリックセクター 511 527 3.1

プライベートセクター 1,041 892 △14.4

ソフトウエア開発・テスト事業 - 293 -

合計 1,618 1,768 9.3

（注）2022年３月期より連結決算に移行しているため、2021年3月期については非連結での業績を比較情報として記載しております。
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本資料の取り扱いについて

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基
づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や弊社の関連する業界
動向、その他内部・外部要因等により変動する可能性があります。
従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記
述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。
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参考資料

Fourteenforty Research Institute
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 これまで日本は対策技術を海外からの輸入に
頼っていた…

セキュリティ分野

供給不能

セキュリティ製品の有力な研究開発ベンダーが不在だった。

海外のセキュリティベンダーの技術を輸入して供給する。

日本発の
サイバーセキュリティ

設立の経緯
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社名とコーポレートマークに込めた思い

「FFRI」は、「Fourteenforty Research Institute」の略称
「1440」は、スノーボード・ハーフパイプ競技におけるジャンプの回転数に由来
設立当時、4回転ジャンプできる競技者が存在せず、前人未到の領域への挑戦を志し、
「1440（360°×4回転）」を社名に採用

Fourteenforty Research Institute 

コーポレートマーク

FFRIセキュリティ
コーポレートマークにも「1440」の文字とスノーボードの回転をイメージし
た矢印で、設立当初から変わらない「未踏の分野への挑戦」を表現

世界トップレベルのセキュリティ・リサーチ・チームを作り、
コンピュータ社会の健全な運営に寄与する
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会社名： 株式会社ＦＦＲＩセキュリティ（ FFRI Security, Inc. ）
所在地： 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 新東京ビル２階
役員： 代表取締役社長 鵜飼 裕司

専務取締役最高技術責任者 金居 良治
常務取締役最高財務責任者 田中 重樹
取締役 川原 一郎
取締役 梅橋 一充
取締役（常勤監査等委員) 原澤 一彦
社外取締役（監査等委員） 松本 勉
社外取締役（監査等委員） 山口 功作
社外取締役（監査等委員） 平山 孝雄

設立： 2007年7月3日
資本金： 286,136,500円（2021年3月31日現在）
事業内容： 1. コンピュータセキュリティの研究、コンサルティング、情報提供、教育

2. ネットワークシステムの研究、コンサルティング、情報提供、教育
3. コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラムの企画、開発、販売、リース、保守、管理、運営及びこれらに関する著作権、出版権、特許権、
実用新案権、商標権、意匠権等の財産権取得、譲渡、貸与及び管理

4.上記事業に関連する一切の業務
2014年9月30日 東証マザーズ上場

会社概要
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市場環境

Fourteenforty Research Institute
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市場環境 ①

サイバー攻撃は組織犯罪となり、金銭や政治的な意味を持った「ビジネス」となっている

00年～10年頃

単独犯
自己顕示目的 愉快犯

技術力のアピールや
いたずら目的の個人が大半

現代

組織犯 経済的目的 政治的目的

直接的な金銭の要求や、
依頼を受けてサイバー攻撃を行うなど
ひとつの「ビジネス」となっている。

様々な攻撃手法の確立とともに、
ウイルスを製作するツールが充実し、多少の知識があればウイルスを作れるように。

1日1~3万個の
新種のウイルスが発生

1日30万個以上の
新種のウイルスが発生
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市場環境 ②

国家や重要インフラ施設を狙ったサイバー攻撃が増加し、安全保障において重要なテーマとなっている
横須賀ナショナルセキュリティＲ＆Ｄセンターを開設し、課題解決へ向けた研究開発を加速する

サイバー攻撃による情報漏洩や、サービスの停止などが発生

標的とされた重要施設

議会 発電所 金融機関病院

サイバー・セキュリティ対策が
国家安全保障の重要なテーマに

横須賀ナショナルセキュリティＲ＆Ｄセンターを開設
国家や組織の課題解決に注力する

ＦＦＲＩでは

日本においては、2018年頃から法律やガイドラインの
改正が進むが、未だ十分とは言えない状況。

2017年サウジアラビアの石油化学工場が機能停止に
2017年イギリスの病院が診療停止に追い込まれる
2017年イギリス議会が攻撃を受け、ネットワーク遮断状態に
2018年日本企業の仮想通貨流出事件 …etc
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市場環境 ③

2011年：

2014年：
2015年：

2018年：

国内企業を狙ったサイバー攻撃が増加
サイバー攻撃関連の報道が増加
サイバーセキュリティ基本法 成立
日本年金機構が不正アクセスを受け
125万件超の情報漏えいが発生

政府統一基準群の改定
サイバーセキュリティ基本法が改正
防衛大綱の改訂
※サイバー防衛能力の記載が追加

サイバー攻撃の高度化・複雑化が加速。
新たな脅威と被害の発生とともに、従来のセキュリティ
対策の限界が認知され始める。

政府の対策方針が強化されるなど、市場の活性化に
より、新たな製品・サービスが大幅に増加。一部には
性能が不十分・限定的なものもあり、玉石混交状態。

新たな脅威の増加 / 脅威対策製品の増加

ここ数年でサイバー脅威及び対策製品が大幅に増加

「標的型攻撃」が連日ニュースに取り上げられる
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市場環境 ④

ユーザー組織

多様な製品・サービスが市場に提供され、ユーザー
企業では導入是非の判断が難しくなっている

ユーザーへの営業強化の重要性が高まる

多様なセキュリティ製品・サービス群

EDR製品 IPS/IDS サンドボックスNGEPP製品
※

etc…

大企業以外はセキュリティ市場の空白地となっている
大企業

中小企業

大企業と中小企業の
会社数の割合

(資料）2017年版中小企業白書
「平成26年経済センサス－基礎調査」
再編加工

※NGEPP：マルウェアを検出して被害を防止するエンドポイント製品
(Next Generation Endpoint Protection)



38

市場構成

サイバーセキュリティ対策市場

技術的対策人的対策

サイバー・セキュリティ対策の中で、FFRI yaraiはエンドポイント対策製品に分類される

物理的対策

セキュリティ
教育・研修
セミナー
など

防犯カメラ
デスク・
オフィスの施錠
入退室管理
など

ネットワーク

ファイアウォール
IDS・IPS
WAF
SSL通信 など

エンドポイント
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競合環境

主力製品「FFRI yarai」は次世代エンドポイントセキュリティ（NGEPP）に分類。
標的型攻撃や、ゼロデイ攻撃などの未知脅威対策としての優位性を持つ。

エンドポイント対策

感染未然防止 可視化

・EDR製品未知脅威対策（NGEPP/NGAV)

北米企業Ａ社
北米企業Ｂ社など

大手ベンダーＣ社
老舗ベンダーＤ社

など

既知脅威対策

パターンマッチング技術

Ｅ社
Ｆ社 など

ＦＦＲＩセキュリティ
ふるまい検知・
プログレッシブ・ヒューリスティック技術
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FFRI yarai の強み

定義ファイルを用いたパターンマッチングにより
既知のマルウェアを検知

WANTEDWANTED

振る舞い検知型マルウェア対策
(先読み技術)

パターンファイルに
登録されていない

被害発生

パターンマッチング型マルウェア対策
(後追い技術)

マルウェア特有の怪しい振る舞いなどの特徴を判断
未知のマルウェアも検知

マルウェア特有の怪しい振る舞いを検知するため、標的型攻撃などの未知のマルウェアを使用した攻撃も
防御することが出来る。
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感染を「防御」することの経済性
サイバー・セキュリティは、「入口対策をしっかり行った方が、対策コストが少なくて済む」
予防医学と同様で、感染しない人が増えるとリスクも減るということ。 （東京電機大学 教授 佐々木良一氏）
https://japan.zdnet.com/extra/security_vmware_201706/35103308/

組織内ネットワーク

情報漏えい

潜伏・
データ収集

入口対策 侵入防止・感染防御型
NGEPP(FFRI yarai)、ウイルス対策、FW等

出口対策 検知・インシデントレスポンス型
EDR・ゲートウェイ、監視サービス等
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ナショナルセキュリティセクター 市場環境①

防衛産業を狙ったサイバー攻撃被害が相次いで報告されている
防衛省はサイバー攻撃対処能力などを強化し防衛機密の流出防止を進めている

主な
報道

・防衛省・官公庁・インフラ系企業の企業秘密が流出した疑い
・防衛省との取引情報に対する不正アクセス
・最新鋭兵器の性能に関する情報が漏えいした疑い
・防衛省の設備情報が流出した疑い
・潜水艦用装備を製造する企業に対する不正アクセス
・基地の測量などを行う企業に対する不正アクセス

ガバナンス体制の確立、管理体制の構築、システムへのセキュリティ対策の導入と運用、
監査の実施など、多岐にわたる新たな基準を設け、産業界全体の対策水準の強化を図る
→防衛装備庁装備保全管理官「産業サイバーセキュリティ室（仮称）」を新設予定

参考：防衛装備庁「防衛装備庁における情報セキュリティ基準の改正に係る取組」より

防衛関連企業がサイバー攻撃の標的に
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防衛省における令和３年度予算の概算要求では、令和2年度に比べサイバー関連経費を増額する計画
「自衛隊サイバー防衛隊」（仮称）の新編に向けて、人材育成・確保のための予算も増加

参考：防衛省「我が国の防衛と予算-令和３年度予算の概要」より

令和３年度予算の主な内訳

防衛省の令和3年度予算の概要には、
「サイバー攻撃対処に関する高度な専
門的知見を必要とする業務について、
部外力を活用」とするなど産学官連携
を進める意向を示している。

サイバー人材の確保・育成 約 1億円

サイバー攻撃対処に係る部外力の活用 約27億円

サイバー演習環境の整備 約16億円

サイバー攻撃対処技術の研究 約 9億円

システム・ネットワークの安全性の強化 約129億円
その他サイバー関連経費 約119億円
合計 約301億円

ナショナルセキュリティセクター 市場環境②

人材の育成や産学官の
連携を進める意向
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サイバーセキュリティ先進国であるアメリカや中国に比べ日本の規模は小さく、中長期に渡って規模が拡大する見込み
サイバー防衛の教育専門部隊が陸海空の共同部隊として新設
サイバー防衛隊は2022年3月末までに540名、2024年3月末までに1,000人規模へ

各国のサイバー部隊規模

国名 組織規模 備考
日本 290名 2021年3月末時点
アメリカ 約6,200名 2018年時点
中国 約30,000名
ロシア 約1,000名
北朝鮮 約6,800名 2019年1月時点
参考：「令和2年版防衛白書」より

ナショナルセキュリティセクター 市場環境③

2022年3月末までに
540名に拡大予定

現在のサイバー防衛隊に、自衛隊指
揮通信システム隊を併合、増員し
540名の部隊とする。
また、内部にさらにハイレベルな人材
の育成を目的とした「教育専門部隊」
を新設する。
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官公庁向けセキュリティ統一基準群

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群の見直し（骨子）
https://www.nisc.go.jp/conference/cs/dai17/pdf/17shiryou03.pdf

サイバー・セキュリティに関する政府統一基準を、「エンドポイントでの挙動の検出」に見直し。
官公庁など政府関連機関に対し、次世代型のエンドポイント対策製品の導入を求めている。

侵入後の検知

境界監視

改正後

侵入前の未然防止
及び被害拡大防止

エンドポイントで
挙動を検出

改正前

がすべて対応
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地方自治体向けのセキュリティポリシー改訂

地方自治体向け情報セキュリティポリシーの改定に向けた検討会が総務省主導で進行中
新たなモデル（βモデル）では、エンドポイントセキュリティが重要に

従来のモデル（三層の対策）

新たなモデル（βモデル）※左図

マイナンバーや機密性の高い情報を扱う領域と、
インターネットに接続する領域を分断することで
セキュリティを確保する構成

クラウドサービスの活用やテレワーク等へ対応する
効率性・利便性の高い新たなモデルを提示。

※2020年5月22日 総務省公表「自治体情報セキュリティ対策の見直しのポイント」より

機密性の高い情報を扱う端末が直接インターネットに
接続する事になるため、端末のセキュリティ
（エンドポイントセキュリティ）の強化が必要
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株式の状況 （2021.9.30）

発行済株式数 8,190,000株
株主数 8,469名

72.48
9.48

4.98

0.67 10.92 自己株式
1.47

個人・その他金融機関

金融商品取引業者

その他の法人
外国法人等

株主構成

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

鵜飼 裕司 1,942,000 24.06

金居 良治 1,441,600 17.86

BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED 
(LONDON BRANCH)/SMTTIL/JAPAN SMALL CAP 
FUND CLT AC

290,300 3.59

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT 271,961 3.37

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 172,000 2.13

田中 重樹 170,000 2.10

楽天証券株式会社 135,400 1.67

株式会社SBI証券 104,300 1.29

BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC 80,705 1.00

KIA FUND F149 68,800 0.85

合計 4,912,781 59.99

大株主（上位10名）

※１．当社は自己株式を120,134株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３. 上記鵜飼裕司氏の所有株式数には、令和３年３月16日付で締結した管理信託契約に伴い

株式会社SMBC信託銀行が保有している株式数（令和３年3月31日現在600,000株）を含めて表記しております。
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