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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 ％

2023年３月期第３四半期 760 6.3 △53 － △56 － △58 －

2022年３月期第３四半期 715 △25.9 △88 － △82 － △101 －

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 △80百万円（－％） 2022年３月期第３四半期 118百万円（138.4％）

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

2023年３月期第３四半期 △7.67 －

2022年３月期第３四半期 △13.23 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 1,291 1,030 79.7

2022年３月期 1,354 1,110 82.0

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 1,029百万円 2022年３月期 1,110百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３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 1,150 20.2 55 － 54 － 44 － 5.72

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３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） 2023年３月期３Ｑ 7,690,000株 2022年３月期 7,690,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 448株 2022年３月期 448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 7,689,552株 2022年３月期３Ｑ 7,689,552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：無

（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

・本資料に記載されている見通し等の将来に関する記述は、当社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。

・業績予想の前提条件及びその他関連する事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的

情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・2022/6/30開示「事業計画及び成長可能性に関する事項」の中で、同資料の次回更新時期を「2022年9月を予定」と

しておりましたが、現在、次期経営計画策定中のため、数値目標が定まり次第更新いたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症対策と社会生活の両立を推し進め

て行く中で、日常を取戻しつつありましたが、欧米を中心に広がりを見せる急激な物価上昇や、為替変動がもたら

す不安感が実生活に影を落とし、先行き不透明感に包まれた状況で推移しました。

　当社グループの属する情報セキュリティ業界では、社会のネットワーク化に伴う脆弱性を狙った、一般企業や病

院施設等への標的型攻撃やランサムウェア等のサイバー攻撃が多発しており、情報セキュリティ対策の必要性が身

近に感じられる被害が増大しております。

　このような状況下、当社グループは24時間365日体制で、お客様にシステム環境を安全に健やかに使い続けてい

ただくため、テレワーク、時差出勤等により、感染リスク低減を図りつつ、業務体制を維持継続してまいりまし

た。

　当第３四半期連結累計期間は、引き続き重点目標としておりました、既存顧客とのストック型サービス（セキュ

リティ運用監視サービス）の契約更新、それに伴うアップセルやクロスセルに注力いたしました。また、今期から

新たに沖縄に開設いたしましたサポートセンターを起点としたグループ会社が連携した新規パートナー企業への営

業活動が稼働し始めております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高760,172千円（前年同期比6.3％増）、営業

損失53,186千円（前年同四半期は88,133千円の営業損失）となりました。経常損失は、56,006千円（前年同四半期

は82,721千円の経常損失）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は58,943千円（前年同期は親会社株主に帰

属する四半期純損失101,740千円）となりました。

　セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

(a)情報セキュリティ事業

　情報セキュリティ事業につきましては、既存顧客とのストック型サービスの契約更新に加え、セキュリティソ

フトウェア「LogStare」シリーズの拡販に注力し、売上高は632,913千円（前年同期比2.2％増）となりました。

セグメント利益につきましては、25,081千円（前年同四半期は5,043千円のセグメント損失）となりました。

(b)人材サービス事業

　人材サービス事業につきましては、既存案件への増員が寄与し、売上高は127,259千円（前年同期比32.7％

増）となり、セグメント利益につきましては、4,441千円（前年同四半期は937千円のセグメント損失）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は980,413千円となり、前連結会計年度末に比べ20,795千円減少

いたしました。これは主に、前渡金が14,123千円、前払費用が2,978千円増加したことに対し、現金及び預金が

30,416千円、売掛金が9,991千円減少したことによるものであります。

　固定資産は308,004千円となり、前連結会計年度末に比べ40,936千円減少いたしました。これは主に、投資その

他の資産が43,438千円減少したことによるものであります。

　繰延資産は前連結会計年度末に比べ871千円減少し、3,002千円となりました。

　この結果、資産合計は1,291,420千円となり、前連結会計年度末に比べ62,604千円減少いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は211,484千円となり、前連結会計年度末に比べ21,916千円増加

いたしました。これは主に、前受金が20,390千円増加したことによるものであります。

　固定負債は49,279千円となり、前連結会計年度末に比べ4,918千円減少いたしました。これは、リース債務が

4,836千円増加したことに対して、繰延税金負債が9,755千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260,763千円となり、前連結会計年度末に比べ16,997千円増加いたしました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,030,656千円となり、前連結会計年度末に比べ79,602千円

減少いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金が21,538千円、利益剰余金が58,943千円減少したこと

によるものであります。

　この結果、自己資本比率は79.7％（前連結会計年度末は82.0％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で一部製品の納期や検収時期に不確定要因があり、2022年

５月13日に開示の業績予想を変更しておりません。今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に

関しての修正が生じた場合には速やかに開示する予定であります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 811,060 780,643

売掛金 128,975 118,984

原材料及び貯蔵品 1,642 2,277

前渡金 33,781 47,905

前払費用 13,917 16,895

その他 11,830 13,706

流動資産合計 1,001,208 980,413

固定資産

有形固定資産 37,992 38,086

無形固定資産 － 2,408

投資その他の資産

投資有価証券 248,116 213,816

その他 62,832 53,693

投資その他の資産合計 310,948 267,510

固定資産合計 348,941 308,004

繰延資産 3,874 3,002

資産合計 1,354,024 1,291,420

負債の部

流動負債

買掛金 14,233 21,994

未払金 12,021 14,535

未払費用 35,738 41,349

未払法人税等 16,013 1,954

未払消費税等 13,821 11,380

前受金 75,766 96,157

預り金 7,912 13,878

賞与引当金 13,917 8,066

その他 141 2,168

流動負債合計 189,568 211,484

固定負債

資産除去債務 8,024 8,024

繰延税金負債 46,172 36,417

その他 － 4,836

固定負債合計 54,197 49,279

負債合計 243,765 260,763

純資産の部

株主資本

資本金 627,580 627,580

資本剰余金 323,782 323,782

利益剰余金 7,036 △51,907

自己株式 △123 △123

株主資本合計 958,275 899,331

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 151,983 130,445

その他の包括利益累計額合計 151,983 130,445

新株予約権 － 880

純資産合計 1,110,259 1,030,656

負債純資産合計 1,354,024 1,291,420

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）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 715,009 760,172

売上原価 448,046 470,717

売上総利益 266,962 289,454

販売費及び一般管理費 355,096 342,641

営業損失（△） △88,133 △53,186

営業外収益

受取利息 477 384

受取配当金 8 10

持分法による投資利益 2,101 －

助成金収入 855 2,565

雑収入 2,864 292

営業外収益合計 6,307 3,252

営業外費用

支払利息 － 119

持分法による投資損失 － 1,579

創立費償却 284 284

開業費償却 586 586

新株予約権発行費 － 3,500

雑損失 24 1

営業外費用合計 896 6,071

経常損失（△） △82,721 △56,006

特別損失

持分変動損失 － 1,729

20周年記念費用 1,852 －

特別損失合計 1,852 1,729

税金等調整前四半期純損失（△） △84,574 △57,736

法人税、住民税及び事業税 8,061 1,511

法人税等調整額 9,104 △303

法人税等合計 17,166 1,207

四半期純損失（△） △101,740 △58,943

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △101,740 △58,943

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △101,740 △58,943

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 220,149 △21,538

その他の包括利益合計 220,149 △21,538

四半期包括利益 118,409 △80,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 118,409 △80,482

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３四半期連結累計期間）
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（３）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。

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月14日

取締役会
普通株式 19,223 5.00 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結財務諸
表計上額（注）２情報

セキュリティ事業
人材サービス

事業
計

売上高

顧客との契約から生じ

る収益
619,082 95,927 715,009 － 715,009

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 619,082 95,927 715,009 － 715,009

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 6,692 6,692 △6,692 －

計 619,082 102,619 721,701 △6,692 715,009

セグメント損失（△） △5,043 △937 △5,980 △82,152 △88,133

（セグメント情報）

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１　セグメント損失の調整額△82,152千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費）であります。

２　セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結財務諸
表計上額（注）２情報

セキュリティ事業
人材サービス

事業
計

売上高

顧客との契約から生じ

る収益
632,913 127,259 760,172 － 760,172

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 632,913 127,259 760,172 － 760,172

セグメント間の内部売

上高又は振替高
2,516 23,056 25,573 △25,573 －

計 635,429 150,315 785,745 △25,573 760,172

セグメント利益 25,081 4,441 29,522 △82,709 △53,186

Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１　セグメント利益の調整額△82,709千円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費）であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

- 7 -

㈱セキュアヴェイル（3042）　2023年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）


