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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 ％

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

2021年３月期第３四半期 964 13.4 52 26.4 52 25.3 49 101.0

（注）包括利益 2022年３月期第３四半期 118百万円（138.4％） 2021年３月期第３四半期 49百万円（99.9％）

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

2022年３月期第３四半期 △13.23 －

2021年３月期第３四半期 6.51 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 1,477 1,189 80.5

2021年３月期 1,334 1,090 81.7

（参考）自己資本 2022年３月期第３四半期 1,189百万円 2021年３月期 1,090百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 5.00 5.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022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 1,100 △8.4 106 220.7 110 211.1 76 64.6 9.88

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（注）１．当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）」
を算定しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首
から適用しており、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。

（２）連結財政状態

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から
適用しており、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
ります。

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
２．当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年３月期につ

いては当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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） 2022年３月期３Ｑ 7,690,000株 2021年３月期 7,690,000株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 448株 2021年３月期 448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 7,689,552株 2021年３月期３Ｑ 7,605,508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        ：有

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
（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均

株式数」を算定しております。

※  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３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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 7

（セグメント情報） ………………………………………………………………………………………………… 8

○添付資料の目次

- 1 -

㈱セキュアヴェイル（3042）　2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



形態別売上高
前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期

連結累計期間
増減 増減率(%)

情報セキュリティ収入 666,292 619,082 △47,210 △7.1

受託開発収入 203,934 － △203,934 △100.0

人材サービス収入 94,598 95,927 1,328 1.4

合計 964,825 715,009 △249,816 △25.9

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対策の徹底やワクチン接種率の上

昇により、社会・経済活動の制限が緩和され、持ち直しの動きを見せておりましたが、新たな変異株の流行によ

り、先行きについては不透明感に包まれたまま推移いたしました。

　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発生しており、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。

　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）の契約更新は堅調に推移いたしましたが、繰り返される感染症拡大の波による先行

き不透明感から、新規案件や投資の先送りにより、売上高が期初の計画を下回りました。

　また、前第３四半期連結会計期間をもって受託開発を主たる業務とする連結子会社１社の全株式を売却したこ

とにより、減収となりました。

　　形態別売上高は、下表のとおりです。

（単位：千円）

　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715,009千円（前年同期比25.9％減）、営

業損失88,133千円（前年同四半期は52,807千円の営業利益）となりました。経常損失は、82,721千円（前年同四半

期は52,704千円の経常利益）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は101,740千円（前年同期は親会社株主

に帰属する四半期純利益49,510千円）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、ターゲットを拡

大し、新規案件獲得に注力しましたが、計画通りに進捗せず、売上高は619,082千円（前年同期比28.9％減）と

なりました。セグメント損失につきましては、プロモーション費用や採用費用の増加により、5,043千円（前年

同四半期は112,170千円のセグメント利益）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、新規案件の受注が回復傾向にあることから、売上高は95,927千円（前年同

期比1.4％増）となりましたが、採用費用の増加を吸収しきれず、セグメント損失につきましては、937千円（前

年同四半期は2,619千円のセグメント利益）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1,013,433千円となり、前連結会計年度末に比べ139,374千円減

少いたしました。これは主に、売掛金が14,006千円増加したことに対し、現金及び預金が158,018千円減少したこ

とによるものであります。

　固定資産は459,550千円となり、前連結会計年度末に比べ283,194千円増加いたしました。これは主に、投資その

他の資産が297,440千円増加したことに対し、有形固定資産が14,234千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、4,165千円となりました。

　この結果、資産合計は1,477,149千円となり、前連結会計年度末に比べ142,948千円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は190,043千円となり、前連結会計年度末に比べ45,680千円減少

いたしました。これは主に、買掛金が8,949千円増加したことに対し、前受金が28,109千円、未払法人税等が

19,338千円、未払消費税等が9,562千円それぞれ減少したことによるものであります。

- 2 -

㈱セキュアヴェイル（3042）　2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



　固定負債は97,467千円となり、前連結会計年度末に比べ89,443千円増加いたしました。これは繰延税金負債が増

加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は287,511千円となり、前連結会計年度末に比べ43,763千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1,189,638千円となり、前連結会計年度末に比べ99,185千円

増加いたしました。これはその他有価証券評価差額金が220,149千円増加したことに対し、利益剰余金が120,964千

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80.5％（前連結会計年度末は81.7％）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

　2022年３月期の連結業績予想につきましては、2021年５月14日決算発表時の業績予想を変更しておりません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 980,103 822,084

売掛金 114,349 128,355

原材料及び貯蔵品 294 294

前渡金 36,484 40,405

前払費用 11,343 11,662

その他 10,233 10,632

流動資産合計 1,152,808 1,013,433

固定資産

有形固定資産 56,333 42,098

無形固定資産 14 3

投資その他の資産 120,006 417,447

固定資産合計 176,355 459,550

繰延資産 5,037 4,165

資産合計 1,334,201 1,477,149

負債の部

流動負債

買掛金 15,048 23,997

未払金 14,436 12,401

未払費用 37,519 42,202

未払法人税等 21,234 1,895

未払消費税等 22,351 12,788

前受金 104,683 76,573

預り金 6,412 12,824

賞与引当金 14,037 7,213

その他 － 145

流動負債合計 235,723 190,043

固定負債

資産除去債務 8,024 8,024

その他 － 89,443

固定負債合計 8,024 97,467

負債合計 243,748 287,511

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 138,094 17,129

自己株式 △123 △123

株主資本合計 1,089,333 968,369

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,119 221,269

その他の包括利益累計額合計 1,119 221,269

純資産合計 1,090,453 1,189,638

負債純資産合計 1,334,201 1,477,149

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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

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

売上高 964,825 715,009

売上原価 569,701 448,046

売上総利益 395,123 266,962

販売費及び一般管理費 342,316 355,096

営業利益又は営業損失（△） 52,807 △88,133

営業外収益

受取利息 82 477

受取配当金 6 8

持分法による投資利益 2,052 2,101

雑収入 1,573 3,719

営業外収益合計 3,715 6,307

営業外費用

支払利息 575 －

繰上返済手数料 2,757 －

創立費償却 158 284

開業費償却 326 586

雑損失 0 24

営業外費用合計 3,817 896

経常利益又は経常損失（△） 52,704 △82,721

特別利益

持分変動利益 13,673 －

新株予約権戻入益 200 －

特別利益合計 13,873 －

特別損失

投資有価証券評価損 64 －

20周年記念費用 － 1,852

特別損失合計 64 1,852

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
66,513 △84,574

法人税、住民税及び事業税 15,482 8,061

法人税等調整額 1,520 9,104

法人税等合計 17,002 17,166

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,510 △101,740

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
49,510 △101,740

（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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,510 △101,740

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 163 220,149

その他の包括利益合計 163 220,149

四半期包括利益 49,674 118,409

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 49,674 118,409

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　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

新株予約権の行使による新株式発行

　当社は、新株予約権の行使に伴う新株の発行により、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本

剰余金がそれぞれ141,909千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が627,580千円、資本剰

余金が323,782千円となっております。

Ⅱ．当第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

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もあ

りません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取

扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を

第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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

外部顧客への売上高 870,227 94,598 964,825 － 964,825

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 1,234 1,234 △1,234 －

計 870,227 95,832 966,059 △1,234 964,825

セグメント利益 112,170 2,619 114,789 △61,982 52,807

（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　2020年４月１日　至　2020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

（注）１　セグメント利益の調整額△61,982千円は、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利益と調整を行っております。

Ⅱ．当第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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント名称の変更）

　第１四半期連結累計期間より、従来「情報システム事業」、「人材派遣事業」としていた報告セグメントの

名称を、事業内容をより適正に表示するため、「情報セキュリティ事業」、「人材サービス事業」に変更して

おります。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。これに伴

い、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の名称で表示しております。
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