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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 519 △10.1 △76 ― △76 ― △77 ―
21年3月期第2四半期 578 ― △57 ― △57 ― △59 ―

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

22年3月期第2四半期 △2,927.56 ―
21年3月期第2四半期 △2,239.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 691 445 64.4 16,873.35
21年3月期 876 522 59.6 19,786.80

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  445百万円 21年3月期  522百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 1,350 10.1 12 ― 12 ― 11 ― 375.94
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 26,400株 21年3月期  26,400株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 26,400株 21年3月期第2四半期 26,400株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月８日に公表いたしました通期の業績予想及び平成21年10月26日に公表いたしました第２四半期累計期間の業績予想について修正はあり
ません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社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、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。なお、業績予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．平成21年10月９日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が6,000株増加しており、１株当たり（予想）当期純利益については、当該
増加分を加味して算出しております。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機による景気後退を背景に、企業収益の悪化

による設備投資の縮小や雇用情勢の悪化が続いており、政府の経済政策により一部には回復の兆しが見受けられるも

のの、本格的な景気回復は不透明な状況であり、依然として厳しい状況が続いております。 

 情報セキュリティ業界におきましては、新規投資の先送りや縮小等の抑制が強く、企業の設備投資に対する姿勢は

慎重さが増しており、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況の中、当社は、当社及び当社製品・サービスの認知度の向上を図るため、「第６回情報セキュリテ

ィEXPO」及び「RSA Conference Japan 2009」並びに「Security Solution 2009」への出展を行うとともに、ホーム

ページの充実、カタログ類の刷新を行うなど情報発信の強化を積極的に行ってまいりました。また、引き続きエンド

ユーザへの直接アプローチを推し進め、セキュリティ製品メーカーとして「プロダクトアウト」に軸足を置いた営業

活動を行ってまいりました。 

 マネージド・セキュリティ・サポート・プロバイダー事業におきましては、引き続き定常的にサービス提供を行い

固定的な収入を獲得できる顧客の獲得に努めるとともに、新たな取扱セキュリティ機器及びサービスの拡大並びにサ

ービス品質のさらなる向上を図ってまいりましたが、顧客企業の情報化投資抑制傾向が依然強く、想定していた案件

の縮小や先送りなど、受注環境の悪化は当社が想定していた水準を上回るものとなり、その結果、この部門の売上高

は 千円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

 一方、ログ・アナリシス・プロバイダー事業におきましては、多種多様なログフォーマットであっても管理画面上

の設定から容易にログ収集及び分析ができる「ユニバーサル・ログ・パーサ」を４月に発表し、他社内部統制ソリュ

ーションと積極的な連携を図るなど、ログ分析システム「LogStare」の対応領域をさらに拡大させ、企業の内部統制

対策へのアプローチを中心に営業活動を行ってまいりましたが、前述のとおり、企業の新規投資への抑制は依然強

く、その結果、この部門の売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

 また、利益面におきましては、期初から人件費を含む経費削減に取り組んでまいりましたが、一部不採算プロジェ

クトの発生なども影響し、売上高の減少をカバーするまでには至りませんでした。 

 以上の結果、売上高 千円（前年同四半期比 %減）、営業損失 千円（前年同四半期は、 千円

の営業損失）、経常損失 千円（同 千円の経常損失）、四半期純損失 千円（同 千円の四半期

純損失）となりました。 

  

 当第２四半期会計期間末における総資産は、売掛金の減少 千円及び現金及び預金の減少 千円が主な

要因となり、前期末比 千円減の 千円となりました。また、負債は、買掛金の減少 千円及び短期

借入金の返済 千円が主な要因となり、前期末比 千円減の 千円となりました。 

 なお、純資産は 千円となり、自己資本比率は ％と前事業年度末に比べ ポイントの増加となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 千円となり、前事業年度末と比較して

千円の減少となりました。 

 当第２四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 千円の収入（前年同四半期比

％減）となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少額 千円、減価償却費 千円等であり、主なマ

イナス要因は、税引前四半期純損失 千円、仕入債務の減少額 千円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 千円の支出（前年同四半期は、 千円の支出）となりまし

た。主な要因は、無形固定資産の取得 千円によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 千円の支出（前年同四半期は、 千円の収入）となりまし

た。主な要因は、短期借入金の返済 千円によるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

467,932 8.2

51,691 24.5

519,623 10.1 76,726 57,983

76,712 57,824 77,287 59,109

２．財政状態に関する定性的情報

121,574 42,391

184,930 691,638 68,450

50,000 108,015 246,181

445,456 64.4 4.8

284,548

42,391

14,034 70.6

121,574 25,296

76,712 68,450

4,821 43,781

3,079

51,604 98,930

50,000
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 わが国の景気は、輸出や生産など一部が持ち直したものの、金融危機の影響、世界景気の下振れ懸念など景気の下

押しリスクが存在し、不透明な状況が続いております。企業における景況感も依然として低水準ではありますが、情

報システム投資に対する意欲には改善の傾向が見られます。 

 こうした環境のもと、当社においても今後の受注は依然不透明なものがあるものの、上半期に獲得したプロスペク

ト案件の受注化を鋭意推進するとともに、引き続き自社製品の販売に注力した営業活動を続けてまいります。 

 また、利益面におきましては、自社製品販売を積極的に行い売上総利益を確保するとともに、引き続き人件費を始

めとした経費削減に取り組んでまいります。 

 以上の状況から、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、前回数値と同額と予想しておりま

す。 

 なお、文中の将来に関する事項は、第２四半期決算短信提出日現在において、当社が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、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。 

  

① 簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 284,548 326,940

売掛金 160,146 281,721

商品及び製品 2,197 4,389

仕掛品 1,328 1,831

原材料及び貯蔵品 525 622

前渡金 5,531 226

前払費用 19,357 18,857

未収入金 45 3,524

その他 － 94

流動資産合計 473,680 638,205

固定資産   

有形固定資産   

建物 46,092 46,092

減価償却累計額 △15,454 △12,785

建物（純額） 30,638 33,307

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △2,222 △2,124

車両運搬具（純額） 513 611

工具、器具及び備品 58,596 57,096

減価償却累計額 △42,842 △38,603

工具、器具及び備品（純額） 15,753 18,492

有形固定資産合計 46,906 52,411

無形固定資産   

ソフトウエア 93,131 108,283

電話加入権 241 241

無形固定資産合計 93,372 108,524

投資その他の資産   

投資有価証券 7,886 7,514

長期前払費用 194 285

差入保証金 69,597 69,627

投資その他の資産合計 77,678 77,427

固定資産合計 217,957 238,362

資産合計 691,638 876,568
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 106,098 174,548

短期借入金 － 50,000

未払金 6,904 12,922

未払費用 14,866 11,528

未払法人税等 1,884 2,718

未払消費税等 2,929 8,318

前受金 85,130 66,952

預り金 2,391 2,746

賞与引当金 23,835 20,718

流動負債合計 244,042 350,452

固定負債   

長期未払金 2,139 3,744

固定負債合計 2,139 3,744

負債合計 246,181 354,197

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,950 361,950

資本剰余金 338,950 338,950

利益剰余金 △252,741 △175,453

株主資本合計 448,158 525,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,702 △3,074

評価・換算差額等合計 △2,702 △3,074

純資産合計 445,456 522,371

負債純資産合計 691,638 876,568
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 578,186 519,623

売上原価 404,508 378,294

売上総利益 173,677 141,329

販売費及び一般管理費 231,661 218,055

営業損失（△） △57,983 △76,726

営業外収益   

受取利息 309 121

受取配当金 6 2

受取手数料 － 79

その他 71 0

営業外収益合計 387 205

営業外費用   

支払利息 95 190

為替差損 133 －

営業外費用合計 229 190

経常損失（△） △57,824 △76,712

特別損失   

固定資産除却損 781 －

特別損失合計 781 －

税引前四半期純損失（△） △58,606 △76,712

法人税、住民税及び事業税 561 575

法人税等調整額 △57 －

法人税等合計 503 575

四半期純損失（△） △59,109 △77,287

- 7 -
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △58,606 △76,712

減価償却費 26,691 25,296

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,613 3,117

受取利息及び受取配当金 △315 △124

支払利息 95 190

固定資産除却損 781 －

売上債権の増減額（△は増加） 99,267 121,574

たな卸資産の増減額（△は増加） △551 2,791

仕入債務の増減額（△は減少） △41,585 △68,450

前受金の増減額（△は減少） 29,260 18,178

その他 △5,427 △10,607

小計 47,996 15,254

利息及び配当金の受取額 315 124

利息の支払額 △243 △129

法人税等の支払額 △393 △1,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,675 14,034

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,689 △1,771

無形固定資産の取得による支出 △18,571 △3,079

差入保証金の差入による支出 △21,870 －

その他 350 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,781 △4,821

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 －

短期借入金の返済による支出 － △50,000

割賦債務の返済による支出 △1,069 △1,604

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,930 △51,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,823 △42,391

現金及び現金同等物の期首残高 325,964 326,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 428,787 284,548

- 8 -
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱セキュアヴェイル（3042）　平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 9 -



（重要な後発事象）  

 当社は、平成21年９月18日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、平成21年

10月９日に払込が完了しております。 

  

 第三者割当増資による新株式発行  

 １．新株式の発行要領 

 (1）発行する株式の種類及び数    普通株式 6,000株 

  (2）発行価額            １株につき 16,200円 

  (3）発行価額の総額         97,200,000円 

 (4）資本組入額           １株につき 8,100円 

 (5）資本組入額の総額        48,600,000円 

 (6）募集又は割当方法        第三者割当増資による 

 (7）申込期日            平成21年10月８日(木)             

 (8）払込期日            平成21年10月９日(金) 

 (9）割当先及び割当株式数      エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 

                    普通株式 6,000株  

 (10）資金の使途           ソフトウェア開発投資資金及び運転資金 

  

 ２．第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

   増資前発行済株式総数      26,400株 

   増資による増加株式数       6,000株 

   増資後発行済株式総数      32,400株 

  

 ３．第三者割当増資による資本金の推移  

   増資前の資本金の額       361,950,000円 

   増資による資本金の額       48,600,000円（１株につき 8,100円） 

   増資後の資本金の額       410,550,000円 

  

６．その他の情報
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