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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 241 16.9 △23 ― △22 ― △23 ―
23年3月期第1四半期 206 △0.2 △51 ― △51 ― △53 ―

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

24年3月期第1四半期 △717.05 ―
23年3月期第1四半期 △1,635.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 552 329 59.6
23年3月期 603 352 58.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  329百万円 23年3月期  352百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 467 2.3 △24 ― △24 ― △24 ― △740.74
通期 1,000 6.2 2 ― 2 ― 0 ― 0.00



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 32,400 株 23年3月期 32,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,400 株 23年3月期1Q 32,400 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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業績見直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。 
 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料２ページ「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災及び福島原子力発電所の事故による電力供給の制約

などの影響により、個人消費や企業収益が悪化するなど、日本経済の先行きは不透明な状況となりました。 

 情報セキュリティ業界におきましては、大手企業の個人情報流出事件などにより、情報セキュリティに対する関

心は強くなっているものの、前述の大震災や原子力発電所の事故などの影響により、企業の新規投資は依然として

慎重な姿勢が続いており、厳しい受注環境で推移しました。 

 このような経済状況の中、当社は、情報セキュリティに関心はあるものの、コスト面で新規投資に慎重な中小企

業を対象とした新規パートナー開拓を積極的に推し進め、新規取引先の拡大に努めてまいりました。 

 また、既存顧客については、運用部門の技術者が直接アプローチすることにより、サービスの可視化と信頼関係

の構築を図り、より良い取引関係を築くための取り組みを行ってまいりました。 

 その結果、商品売上高は前年同四半期比 ％増の 千円、サービス収入は前年同四半期比 ％減の

千円となり、売上高は 千円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

 また、利益面におきましては、業務の効率化やコスト削減により製造経費、販売費及び一般管理費の一層の低減

を図り、営業利益率の改善に努めてまいりました。 

 その結果、営業損失は 千円（前年同四半期は、 千円の営業損失）、経常損失は 千円（同

千円の経常損失）、四半期純損失は 千円（同 千円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 流動資産は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として売掛金が 千円減少した

ことによるものです。 

 固定資産は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主としてソフトウェアが 千円減少した

ことによるものです。 

 この結果、資産合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。 

 流動負債は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として買掛金が 千円減少し、

前受金が 千円増加したことによるものです。 

 固定負債は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として長期リース資産減損勘定が

千円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。 

 純資産合計は 千円（前期末比 千円減）となりました。これは主として利益剰余金が 千円減

少したことによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月６日に発表いたしました「平成24年３月期の業績予想」につきましては、現時点において変更はあ

りません。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

70.6 123,607 12.1

118,191 241,798 16.9

23,124 51,360 22,918

51,403 23,232 53,000

480,709 51,178 50,431

71,389 592 1,110

552,099 51,771

214,263 26,948 43,074

21,427

8,671 1,618 1,630

222,934 28,566

329,164 23,204 23,232

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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 当社は、前事業年度まで継続して営業損失及び経常損失を計上しており、当第１四半期累計期間においても、営業

損失及び経常損失を計上していることから、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況が存在しております。 

 ただし、当第１四半期会計期間末において現金及び預金309,132千円を保有しており、資金繰りの観点より、継続

企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 なお、当社は、当該事象等を解消するために、平成24年３月期を初年度とする中期経営計画を策定しており、以下

の施策を実施することによりストック型サービスによる安定した収益を確保し、経常的な黒字化に向け取り組んでお

ります。 

  

＜営業強化策＞ 

 ストック型サービスの効果的な拡販のために、新規パートナー開拓を重点施策として営業活動を行い、サービス

提供件数の増加に繋げることにより、安定的な収益確保を図ってまいります。 

 運用部門の技術者が、既存ユーザーに直接アプローチすることにより、サービスの可視化と信頼関係の構築を図

るとともに、サービス更新率の向上と、ユーザーの求める新しいサービスの開拓を行い、シェアの拡大に努めてま

いります。 

  

＜経費削減策＞ 

 東海ブランチの西日本営業グループへの統合による発展的な廃止を平成23年９月に行うこととし、その他費用の

抑制など、経費削減の諸施策への取り組みを速やかに実施し、効率的な事業活動を行ってまいります。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 315,739 309,132

売掛金 191,091 140,659

商品及び製品 － 1,665

仕掛品 618 698

前渡金 5,475 8,557

前払費用 16,699 17,938

未収入金 273 67

その他 1,990 1,990

流動資産合計 531,887 480,709

固定資産   

有形固定資産   

建物 61,367 61,367

減価償却累計額 △22,905 △22,905

減損損失累計額 △38,462 △38,462

建物（純額） － －

車両運搬具 2,735 2,735

減価償却累計額 △2,452 △2,452

減損損失累計額 △283 △283

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 62,599 62,599

減価償却累計額 △48,547 △48,633

減損損失累計額 △13,487 △13,487

工具、器具及び備品（純額） 564 478

有形固定資産合計 564 478

無形固定資産   

ソフトウエア 10,473 9,363

ソフトウエア仮勘定 － 575

無形固定資産合計 10,473 9,939

投資その他の資産   

投資有価証券 4,094 4,122

差入保証金 56,849 56,849

投資その他の資産合計 60,943 60,971

固定資産合計 71,982 71,389

資産合計 603,870 552,099
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 118,043 74,968

未払金 4,265 7,146

未払費用 15,775 17,148

未払法人税等 2,372 914

未払消費税等 777 3,222

前受金 43,407 64,834

預り金 2,239 5,526

賞与引当金 18,404 9,834

資産除去債務 8,024 8,024

リース資産減損勘定 27,899 22,640

流動負債合計 241,211 214,263

固定負債   

資産除去債務 2,769 2,781

長期リース資産減損勘定 7,520 5,889

固定負債合計 10,289 8,671

負債合計 251,500 222,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 410,550 410,550

資本剰余金 387,550 387,550

利益剰余金 △445,711 △468,943

株主資本合計 352,388 329,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 8

評価・換算差額等合計 △19 8

純資産合計 352,369 329,164

負債純資産合計 603,870 552,099
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 206,913 241,798

売上原価 151,729 175,720

売上総利益 55,183 66,077

販売費及び一般管理費 106,543 89,202

営業損失（△） △51,360 △23,124

営業外収益   

受取利息 17 11

受取配当金 4 3

雑収入 － 233

その他 0 －

営業外収益合計 22 249

営業外費用   

支払利息 64 43

為替差損 1 －

営業外費用合計 66 43

経常損失（△） △51,403 △22,918

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 297 －

固定資産除却損 52 －

特別損失合計 350 －

税引前四半期純損失（△） △51,753 △22,918

法人税、住民税及び事業税 303 313

法人税等調整額 943 －

法人税等合計 1,247 313

四半期純損失（△） △53,000 △23,232
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント損失の調整額11,771千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全

社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

 当社の報告セグメントは単一であるため、記載を省略しております。 

  

（注）報告セグメントの変更 

 当社の報告セグメント区分については、従来「MSSP」と「LAP」の２事業区分としておりましたが、当

第１四半期累計期間よりこれらを統合して「セキュリティサービス」として単一セグメントに変更しまし

た。 

 この変更は、企業にコンピュータセキュリティを導入した後、セキュリティ製品やネットワークに対す

る監視、運用の過程でログの分析を行い、その結果を基により効果的なセキュリティの提案を行っていく

という、PDCAサイクルがより標準的になってきたことから、当期より、より戦略的にログ分析とセキュリ

ティサポートサービスを一体とした提案を強化していることにより、それぞれの販売市場の類似性が高ま

っており、そのような状況の中で、開発体制についてより柔軟に対応できるような弾力性を必要としてい

ることや、営業アプローチが一体化していることから、サービスの同一性及び市場の類似性に基づいて、

当社の報告セグメントを一体として捉えることがより合理的であり、かつ、実態に即しているとの判断に

よるものであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

四半期 
損益計算書

計上額 
（注）２ 

ＭＳＳＰ ＬＡＰ 合計 

売上高   

外部顧客への売上高 184,178 22,735 206,913 － 206,913 

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － － 

計 184,178 22,735 206,913 － 206,913 

セグメント損失 23,156 16,432 39,588 11,771 51,360 

（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24年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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