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業績サマリー

単位：百万円
売上高は増収、売上原価および販管費等の増加により減益

科目別
増減ポイント

2018年6月期 2019年6月期
通期実績 通期実績 差異 増減率

3,346 3,670 324 +9.7%
セキュリティ監査・コンサル 763 726 △ 37 △4.9%
脆弱性診断 899 1,096 196 +21.9%
情報漏えいIT対策 1,682 1,847 164 +9.8%

2,551 2,823 271 +10.6%
613 727 113 +18.5%
181 120 △ 60 △33.3%

売上高営業利益率 5.4% 3.3% △2.1p -
154 73 △ 81 △52.8%

売上高経常利益率 4.6% 2.0% △2.6p -
172 59 △ 112 △65.2%

前年同期比

当期純利益

売上高

売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益

経常利益

科目

 セキュリティ監査・コンサルティング 前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42
 脆弱性診断 大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増
 情報漏えいIT対策 継続系サービスが軒並み増加（+9%）

営業利益

経常利益
当期純利益 税効果会計の影響で法人税等が+28

売上高

売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%)
営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%)


CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク						0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ						0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		0		0		0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		0		0		0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0





BS

						流動資産 リュウドウ シサン								ERROR:#DIV/0!

								うち現預金 ゲンヨキン						ERROR:#DIV/0!

						固定資産 コテイ シサン								ERROR:#DIV/0!

						資産合計 シサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						流動負債 リュウドウ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						固定負債 コテイ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						負債合計 フサイ ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						純資産 ジュンシサン								ERROR:#DIV/0!

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		売掛金増加+157、前払費用増加+47 ウリカケ キン ゾウカ マエバラ ヒヨウ ゾウカ

						　　うち現預金				0		0		ERROR:#DIV/0!		株式発行+358、固定資産取得△168、リース返済△117、営業活動+47 カブシキ ハッコウ コテイ シサン シュトク ヘンサイ エイギョウ カツドウ

						固定資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		リース資産増加+74 シサン ゾウカ

						資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						流動負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						固定負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						負債合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						純資産合計 ゴウケイ				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本金増加+181 シホンキン ゾウカ

						負債・純資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		＋＊＊p





PLサマリ

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																		（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		累計												前年		前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		110%

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		同左 ドウサ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		180%		韓国支店為替差損等、IPO関連費用増 カンコク シテン カワセ サソン トウ カンレン ヒヨウ ゾウ		同左 ドウサ

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		35%





PLコメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		計画比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ケイカク ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		ストック系サービスは計画比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイ ケイカク ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により計画値を下回る（△0.5%）が、売上増に伴う仕入増で前年を上回る（+11%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ケイカク チ シタマワ ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ ゼンネン ウワマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ






CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク						0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ						0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		0		0		0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		0		0		0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0





BS

						流動資産 リュウドウ シサン								ERROR:#DIV/0!

								うち現預金 ゲンヨキン						ERROR:#DIV/0!

						固定資産 コテイ シサン								ERROR:#DIV/0!

						資産合計 シサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						流動負債 リュウドウ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						固定負債 コテイ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						負債合計 フサイ ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						純資産 ジュンシサン								ERROR:#DIV/0!

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		売掛金増加+157、前払費用増加+47 ウリカケ キン ゾウカ マエバラ ヒヨウ ゾウカ

						　　うち現預金				0		0		ERROR:#DIV/0!		株式発行+358、固定資産取得△168、リース返済△117、営業活動+47 カブシキ ハッコウ コテイ シサン シュトク ヘンサイ エイギョウ カツドウ

						固定資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		リース資産増加+74 シサン ゾウカ

						資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						流動負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						固定負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						負債合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						純資産合計 ゴウケイ				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本金増加+181 シホンキン ゾウカ

						負債・純資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		＋＊＊p





前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		278,763,001		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		182,432,001		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ

						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		759		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		1399		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		2198		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		3163		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		894		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		300		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		278		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		182		+204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		20期 キ												前年				前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		差異 サイ		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		110%				当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		(37,077)		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		(79,900)		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		カード業界向け△80、一般向け＋42 ギョウカイ ム イッパン ム

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		大型受注の増加（Sier、DC事業者等からの一括請負） オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		164,620		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ				20期 キ								19期 キ		増額 ゾウガク		増加率 ゾウカ リツ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ		継続 ケイゾク		1,439,770		0		22,953		0		1,321,732		118,038		109%

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		(8,549)		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ		9%（118M）増 ゾウ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		(5,536)		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		(2,455)		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		(8,421)		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		(952)		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		271,363		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		(17,756)		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		169,203		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		53,035		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		113,404		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		△ 60,369		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		△ 41		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		180%

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		△ 81,716		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		△ 84,023		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		28,458		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		△ 112,482		35%





PLコメント

								前年比 ゼンネンヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42 ゼンネンド ハンドウ ギョウカイ ム イッパン ム

										 脆弱性診断		大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増 オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ オオハバ ゾウ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスが軒並み増加（+9%） ケイゾク ケイ ノキナ ゾウカ

								営業利益		売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%) ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ トウ ウリアゲ ゲンカ ゼンネン ロウムヒ ハンカンヒ ジンケンヒ

								経常利益		営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%) エイギョウガイ ヒヨウ カンレン ヒヨウ ゾウカ トウ

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ		税効果会計の影響で法人税等が+28 ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ホウジンゼイ トウ

								計画比 ケイカク ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ヨソウ ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイゾク ケイ ヨソウ ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ヨソウ シタマワ ハンカンヒ シンキ チョウサ イタク トウ ヨソウ ウワマワ エイギョウ リエキ ヨソウ シタマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																												（単位：千円）

																																								前年				対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		差異		進捗率 シンチョク リツ				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		33,333		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		△ 8,549		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		104%				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		△ 88,321		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		△ 79,900		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		△ 8,421		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		104,597		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		△ 5,536		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		△ 2,455		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		78,887		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		△ 952		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		271,363		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		△ 17,756		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		169,204		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		53,035		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		113,404		107%		監査コンサル カンサ

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		△ 60,370		67%		診断 シンダン

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		△ 41		-		情報漏えい ジョウホウ ロウ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		△ 81,717		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		△ 84,024		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		28,459		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		△ 112,483		47%











継続売上高（月額）	期初（7月）	期末（6月）	116.119259	126.50283899999999	
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四半期単位の売上および営業利益は順調に推移

前年度比較で、毎四半期増収基調を継続
営業利益については、３Q以降は前年を上回る

※2018年6月期1Ｑおよび同2Qは監査法人の四半期レビューの対象外です。
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15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期

顧客数推移

直販分 代理店分

顧客数が1000社を突破

2019年6月期に取引があった顧客数は1000社を突破
特に代理店からの受注が大きく寄与

※韓国支店のSmartSAQ顧客
（オンラインサインアップ分）を除く数

1,000社超※
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116 

127 

期初（2018年7月） 期末（2019年6月）

継続売上高（月額）

継続品目の積上

期初期末比較で、継続（年間契約）品目の売上高が10M円/月増となり
2020年6月期の安定的な売上124M円/年として寄与予定

月額
+10M
年額換算
+124M

単位：百万円
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残業時間の大幅削減を実現

案件の受け入れスケジュールの徹底管理、AI積極活用による自動化等が奏功し
前年度より大幅増収となったピーク月（3月）でも残業時間は大幅削減を実現

28時間54分

19時間57分

ピーク月残業時間が
昨年度比31%減

2018年3月度平均残業時間 2019年3月度平均残業時間
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期初予想比

監査・コンサル売上高、クレジットカード業界向けが減少（一般企業向けは増加）
脆弱性診断は予想以上の引き合いをこなしつつ原価も削減
販管費のうち、新規サービスに向けた調査コンサル委託等が増加
結果、利益が予想を下回る

2019年6月期 2019年6月期
通期予想 通期実績 差異 増減率

3,700 3,670 △ 29 △0.8%
セキュリティ監査・コンサル 838 726 △ 111 △13.3%
脆弱性診断 976 1,096 119 +12.3%
情報漏えいIT対策 1,884 1,847 △ 37 △2.0%

2,836 2,823 △ 13 △0.5%
678 727 48 +7.1%
185 120 △ 64 △34.7%

売上高営業利益率 5.0% 3.3% △1.7p -
155 73 △ 82 △53.0%

売上高経常利益率 4.2% 2.0% △2.2p -
134 59 △ 74 △55.4%

営業利益

経常利益

当期純利益

科目
期初予想比

売上高

売上原価
販売費及び一般管理費

 セキュリティ監査・コンサルティング 予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32
 脆弱性診断 3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大
 情報漏えいIT対策 継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42

営業利益 設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービ
ス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%）

売上高
科目別
増減ポイント

単位：百万円


CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク						0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ						0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		0		0		0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		0		0		0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0





BS

						流動資産 リュウドウ シサン								ERROR:#DIV/0!

								うち現預金 ゲンヨキン						ERROR:#DIV/0!

						固定資産 コテイ シサン								ERROR:#DIV/0!

						資産合計 シサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						流動負債 リュウドウ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						固定負債 コテイ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						負債合計 フサイ ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						純資産 ジュンシサン								ERROR:#DIV/0!

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		売掛金増加+157、前払費用増加+47 ウリカケ キン ゾウカ マエバラ ヒヨウ ゾウカ

						　　うち現預金				0		0		ERROR:#DIV/0!		株式発行+358、固定資産取得△168、リース返済△117、営業活動+47 カブシキ ハッコウ コテイ シサン シュトク ヘンサイ エイギョウ カツドウ

						固定資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		リース資産増加+74 シサン ゾウカ

						資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						流動負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						固定負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						負債合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						純資産合計 ゴウケイ				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本金増加+181 シホンキン ゾウカ

						負債・純資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		＋＊＊p





前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		278,763,001		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		182,432,001		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ

						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		759		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		1399		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		2198		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		3163		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		894		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		300		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		278		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		182		+204.5%
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		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																		（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		累計												前年		前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		110%

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		同左 ドウサ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		180%		韓国支店為替差損等、IPO関連費用増 カンコク シテン カワセ サソン トウ カンレン ヒヨウ ゾウ		同左 ドウサ

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		35%





PLコメント

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		計画比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ケイカク ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		ストック系サービスは計画比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイ ケイカク ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により計画値を下回る（△0.5%）が、売上増に伴う仕入増で前年を上回る（+11%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ケイカク チ シタマワ ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ ゼンネン ウワマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																										（単位：千円）

																																								前年		対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		進捗率 シンチョク リツ				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		104%				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		107%

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		67%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		47%











継続売上高（月額）	期初（7月）	期末（6月）	116.119259	126.50283899999999	








CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク						0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ						0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		0		0		0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		0		0		0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0





BS

						流動資産 リュウドウ シサン								ERROR:#DIV/0!

								うち現預金 ゲンヨキン						ERROR:#DIV/0!

						固定資産 コテイ シサン								ERROR:#DIV/0!

						資産合計 シサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						流動負債 リュウドウ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						固定負債 コテイ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						負債合計 フサイ ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						純資産 ジュンシサン								ERROR:#DIV/0!

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		売掛金増加+157、前払費用増加+47 ウリカケ キン ゾウカ マエバラ ヒヨウ ゾウカ

						　　うち現預金				0		0		ERROR:#DIV/0!		株式発行+358、固定資産取得△168、リース返済△117、営業活動+47 カブシキ ハッコウ コテイ シサン シュトク ヘンサイ エイギョウ カツドウ

						固定資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		リース資産増加+74 シサン ゾウカ

						資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						流動負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						固定負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						負債合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						純資産合計 ゴウケイ				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本金増加+181 シホンキン ゾウカ

						負債・純資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		＋＊＊p





前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		278,763,001		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		182,432,001		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ

						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		759		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		1399		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		2198		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		3163		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		894		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		300		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		278		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		182		+204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		20期 キ												前年				前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		差異 サイ		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		110%				当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		(37,077)		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		(79,900)		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		カード業界向け△80、一般向け＋42 ギョウカイ ム イッパン ム

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		大型受注の増加（Sier、DC事業者等からの一括請負） オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		164,620		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ				20期 キ								19期 キ		増額 ゾウガク		増加率 ゾウカ リツ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ		継続 ケイゾク		1,439,770		0		22,953		0		1,321,732		118,038		109%

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		(8,549)		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ		9%（118M）増 ゾウ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		(5,536)		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		(2,455)		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		(8,421)		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		(952)		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		271,363		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		(17,756)		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		169,203		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		53,035		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		113,404		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		△ 60,369		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		△ 41		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		180%

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		△ 81,716		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		△ 84,023		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		28,458		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		△ 112,482		35%





PLコメント

								前年比 ゼンネンヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42 ゼンネンド ハンドウ ギョウカイ ム イッパン ム

										 脆弱性診断		大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増 オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ オオハバ ゾウ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスが軒並み増加（+9%） ケイゾク ケイ ノキナ ゾウカ

								営業利益		売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%) ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ トウ ウリアゲ ゲンカ ゼンネン ロウムヒ ハンカンヒ ジンケンヒ

								経常利益		営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%) エイギョウガイ ヒヨウ カンレン ヒヨウ ゾウカ トウ

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ		税効果会計の影響で法人税等が+28 ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ホウジンゼイ トウ

								計画比 ケイカク ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ヨソウ ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイゾク ケイ ヨソウ ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ヨソウ シタマワ ハンカンヒ シンキ チョウサ イタク トウ ヨソウ ウワマワ エイギョウ リエキ ヨソウ シタマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																												（単位：千円）

																																								前年				対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		差異		進捗率 シンチョク リツ				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		33,333		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		△ 8,549		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		104%				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		△ 88,321		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		△ 79,900		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		△ 8,421		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		104,597		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		△ 5,536		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		△ 2,455		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		78,887		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		△ 952		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		271,363		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		△ 17,756		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		169,204		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		53,035		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		113,404		107%		監査コンサル カンサ

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		△ 60,370		67%		診断 シンダン

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		△ 41		-		情報漏えい ジョウホウ ロウ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		△ 81,717		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		△ 84,024		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		28,459		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		△ 112,483		47%











継続売上高（月額）	期初（7月）	期末（6月）	116.119259	126.50283899999999	
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貸借対照表サマリー

公募増資により自己資本比率が上昇
単位：百万円

2018年6月期 2019年6月期 前期末比

流動資産 932 1,507 161.7%

306 706 230.8%

固定資産 713 1,051 147.3%

資産合計 1,646 2,558 155.4%

流動負債 832 1,108 133.1%

固定負債 419 631 150.5%

負債合計 1,252 1,739 138.9%

純資産合計 393 818 208.0%
（自己資本比率） 23.9% 32.0% ＋8.1p

科目

　　うち現預金


前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





BS

						流動資産 リュウドウ シサン				932,319,858		1,507,398,148		161.7%

								うち現預金 ゲンヨキン		306,309,381		706,838,318		230.8%

						固定資産 コテイ シサン				713,813,535		1,051,427,540		147.3%

						資産合計 シサン ゴウケイ				1,646,133,393		2,558,825,688		155.4%

						流動負債 リュウドウ フサイ				832,959,909		1,108,326,607		133.1%

						固定負債 コテイ フサイ				419,488,758		631,508,844		150.5%

						負債合計 フサイ ゴウケイ				1,252,448,667		1,739,835,451		138.9%

						純資産 ジュンシサン				393,684,726		818,990,237		208.0%

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,646,133,393		2,558,825,688		155.4%

										23.9%		32.0%



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				932		1,507		161.7%

						　　うち現預金				306		706		230.8%

						固定資産				713		1,051		147.3%

						資産合計				1,646		2,558		155.4%

						流動負債				832		1,108		133.1%

						固定負債				419		631		150.5%

						負債合計				1,252		1,739		138.9%

						純資産合計 ゴウケイ				393		818		208.0%

						負債・純資産合計				1,646		2,558		155.4%		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		23.9%		32.0%		＋8.1p





CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		414,132,242		327,158,784		(86,973,458)

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(197,417,320)		(223,773,216)		(26,355,896)

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		(178,249,906)		298,829,672		477,079,578

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		38,382,284		400,528,937		362,146,653

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		267,927,097		306,309,381		38,382,284

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		306,309,381		706,838,318		400,528,937



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		414		327		(86)

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(197)		(223)		(26)

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		(178)		298		477

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		38		400		362

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		267		306		38

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		306		706		400





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		32,219,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		303,260,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		351,606,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		340,419,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		167,453,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		179,213,129		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		205,668,430		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		122,520,554		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期予想 ツウキ ヨソウ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		32		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		303		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		351		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		340		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		167		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		179		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		205		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		122		+204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		20期 キ												前年				前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		差異 サイ		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		110%				当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		(37,077)		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		(79,900)		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		カード業界向け△80、一般向け＋42 ギョウカイ ム イッパン ム

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		大型受注の増加（Sier、DC事業者等からの一括請負） オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		164,620		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ				20期 キ								19期 キ		増額 ゾウガク		増加率 ゾウカ リツ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ		継続 ケイゾク		1,439,770		0		22,953		0		1,321,732		118,038		109%

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		(8,549)		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ		9%（118M）増 ゾウ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		(5,536)		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		(2,455)		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		(8,421)		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		(952)		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		271,363		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		(17,756)		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		169,203		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		53,035		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		113,404		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		△ 60,369		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		△ 41		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		180%

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		△ 81,716		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		△ 84,023		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		28,458		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		△ 112,482		35%





PLコメント

								前年比 ゼンネンヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42 ゼンネンド ハンドウ ギョウカイ ム イッパン ム

										 脆弱性診断		大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増 オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ オオハバ ゾウ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスが軒並み増加（+9%） ケイゾク ケイ ノキナ ゾウカ

								営業利益		売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%) ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ トウ ウリアゲ ゲンカ ゼンネン ロウムヒ ハンカンヒ ジンケンヒ

								経常利益		営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%) エイギョウガイ ヒヨウ カンレン ヒヨウ ゾウカ トウ

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ		税効果会計の影響で法人税等が+28 ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ホウジンゼイ トウ

								計画比 ケイカク ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ヨソウ ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイゾク ケイ ヨソウ ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ヨソウ シタマワ ハンカンヒ シンキ チョウサ イタク トウ ヨソウ ウワマワ エイギョウ リエキ ヨソウ シタマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																												（単位：千円）

																																								前年				対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		差異		進捗率 シンチョク リツ				期初（2018年7月） キショ ネン ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		33,333		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		△ 8,549		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		104%				期初（2018年7月） キショ ネン ガツ		期末（2019年6月） キマツ ネン ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		△ 88,321		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		△ 79,900		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		△ 8,421		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		104,597		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		△ 5,536		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		△ 2,455		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		78,887		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		△ 952		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		271,363		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		△ 17,756		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		169,204		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		53,035		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		113,404		107%		監査コンサル カンサ

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		△ 60,370		67%		診断 シンダン

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		△ 41		-		情報漏えい ジョウホウ ロウ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		△ 81,717		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		△ 84,024		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		28,459		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		△ 112,483		47%











継続売上高（月額）	期初（2018年7月）	期末（2019年6月）	116.119259	126.50283899999999	
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キャッシュフロー

単位：百万円

科目 2018年6月期 2019年6月期 差異
営業活動によるキャッシュ・フロー 414 327 -86
投資活動によるキャッシュ・フロー -197 -223 -26
財務活動によるキャッシュ・フロー -178 298 477
現金及び現金同等物の増減額 38 400 362
現金及び現金同等物の期首残高 267 306 38
現金及び現金同等物の期末残高 306 706 400


前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





BS

						流動資産 リュウドウ シサン				932,319,858		1,507,398,148		161.7%

								うち現預金 ゲンヨキン		306,309,381		706,838,318		230.8%

						固定資産 コテイ シサン				713,813,535		1,051,427,540		147.3%

						資産合計 シサン ゴウケイ				1,646,133,393		2,558,825,688		155.4%

						流動負債 リュウドウ フサイ				832,959,909		1,108,326,607		133.1%

						固定負債 コテイ フサイ				419,488,758		631,508,844		150.5%

						負債合計 フサイ ゴウケイ				1,252,448,667		1,739,835,451		138.9%

						純資産 ジュンシサン				393,684,726		818,990,237		208.0%

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				1,646,133,393		2,558,825,688		155.4%

										23.9%		32.0%



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				932		1,507		161.7%

						　　うち現預金				306		706		230.8%

						固定資産				713		1,051		147.3%

						資産合計				1,646		2,558		155.4%

						流動負債				832		1,108		133.1%

						固定負債				419		631		150.5%

						負債合計				1,252		1,739		138.9%

						純資産合計 ゴウケイ				393		818		208.0%

						負債・純資産合計				1,646		2,558		155.4%		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		23.9%		32.0%		＋8.1p





CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		414,132,242		327,158,784		(86,973,458)

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(197,417,320)		(223,773,216)		(26,355,896)

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		(178,249,906)		298,829,672		477,079,578

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		38,382,284		400,528,937		362,146,653

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		267,927,097		306,309,381		38,382,284

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		306,309,381		706,838,318		400,528,937



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		414		327		(86)

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		(197)		(223)		(26)

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		(178)		298		477

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		38		400		362

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		267		306		38

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		306		706		400





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		32,219,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		303,260,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		351,606,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		340,419,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		167,453,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		179,213,129		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		205,668,430		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		122,520,554		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期予想 ツウキ ヨソウ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		32		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		303		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		351		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		340		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		167		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		179		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		205		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		122		+204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		20期 キ												前年				前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		差異 サイ		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		110%				当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		(37,077)		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		(79,900)		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		カード業界向け△80、一般向け＋42 ギョウカイ ム イッパン ム

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		大型受注の増加（Sier、DC事業者等からの一括請負） オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		164,620		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ				20期 キ								19期 キ		増額 ゾウガク		増加率 ゾウカ リツ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ		継続 ケイゾク		1,439,770		0		22,953		0		1,321,732		118,038		109%

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		(8,549)		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ		9%（118M）増 ゾウ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		(5,536)		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		(2,455)		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		(8,421)		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		(952)		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		271,363		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		(17,756)		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		169,203		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		53,035		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		113,404		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		△ 60,369		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		△ 41		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		180%

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		△ 81,716		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		△ 84,023		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		28,458		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		△ 112,482		35%





PLコメント

								前年比 ゼンネンヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42 ゼンネンド ハンドウ ギョウカイ ム イッパン ム

										 脆弱性診断		大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増 オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ オオハバ ゾウ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスが軒並み増加（+9%） ケイゾク ケイ ノキナ ゾウカ

								営業利益		売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%) ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ トウ ウリアゲ ゲンカ ゼンネン ロウムヒ ハンカンヒ ジンケンヒ

								経常利益		営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%) エイギョウガイ ヒヨウ カンレン ヒヨウ ゾウカ トウ

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ		税効果会計の影響で法人税等が+28 ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ホウジンゼイ トウ

								計画比 ケイカク ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ヨソウ ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイゾク ケイ ヨソウ ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ヨソウ シタマワ ハンカンヒ シンキ チョウサ イタク トウ ヨソウ ウワマワ エイギョウ リエキ ヨソウ シタマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																												（単位：千円）

																																								前年				対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		差異		進捗率 シンチョク リツ				期初（2018年7月） キショ ネン ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		33,333		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		△ 8,549		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		104%				期初（2018年7月） キショ ネン ガツ		期末（2019年6月） キマツ ネン ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		△ 88,321		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		△ 79,900		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		△ 8,421		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		104,597		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		△ 5,536		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		△ 2,455		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		78,887		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		△ 952		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		271,363		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		△ 17,756		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		169,204		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		53,035		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		113,404		107%		監査コンサル カンサ

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		△ 60,370		67%		診断 シンダン

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		△ 41		-		情報漏えい ジョウホウ ロウ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		△ 81,717		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		△ 84,024		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		28,459		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		△ 112,483		47%











継続売上高（月額）	期初（2018年7月）	期末（2019年6月）	116.119259	126.50283899999999	
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2020年6月期予想

１．脆弱性診断を当面の成長エンジンと位置付け経営資源を重点配分
将来的には売上高20億円を目指す

２．監査・コンサルは海外展開を加速、国内はエンタプライズコンサルマーケットへのシフトを図る
３．情報漏えいIT対策では、魅力ある新サービスの開発を進めながら、既存サービスの稼働率

を上げることにより、利益率の向上を図る
単位：百万円

2019年6月期 2020年6月期
通期実績 通期計画 差異 増減率

3,670 4,358 687 +18.7%
セキュリティ監査・コンサル 726 759 32 +4.4%
脆弱性診断 1,096 1,400 303 +27.7%
情報漏えいIT対策 1,847 2,198 351 +19.0%

2,823 3,163 340 +12.1%
727 894 167 +23.0%
120 300 179 +148.4%

売上高営業利益率 3.3% 6.9% +3.6p -
73 278 205 +281.4%

売上高経常利益率 2.0% 6.4% +4.4p -
59 182 122 +204.5%

営業利益

経常利益

当期純利益

前年同期比
科目

売上高

売上原価
販売費及び一般管理費


CF

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ						0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ						0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ						0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク						0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ						0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ						0



								科目 カモク		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		差異 サイ

								営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		0		0		0

								投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		0		0		0

								財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		0		0		0

								現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク		0		0		0

								現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ キシュ ザンダカ		0		0		0

								現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ		0		0		0





BS

						流動資産 リュウドウ シサン								ERROR:#DIV/0!

								うち現預金 ゲンヨキン						ERROR:#DIV/0!

						固定資産 コテイ シサン								ERROR:#DIV/0!

						資産合計 シサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						流動負債 リュウドウ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						固定負債 コテイ フサイ								ERROR:#DIV/0!

						負債合計 フサイ ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

						純資産 ジュンシサン								ERROR:#DIV/0!

						負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前期末比 ゼンキマツ ヒ		科目別増減ポイント カモク ベツ ゾウゲン

						流動資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		売掛金増加+157、前払費用増加+47 ウリカケ キン ゾウカ マエバラ ヒヨウ ゾウカ

						　　うち現預金				0		0		ERROR:#DIV/0!		株式発行+358、固定資産取得△168、リース返済△117、営業活動+47 カブシキ ハッコウ コテイ シサン シュトク ヘンサイ エイギョウ カツドウ

						固定資産				0		0		ERROR:#DIV/0!		リース資産増加+74 シサン ゾウカ

						資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						流動負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						固定負債				0		0		ERROR:#DIV/0!

						負債合計				0		0		ERROR:#DIV/0!

						純資産合計 ゴウケイ				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本金増加+181 シホンキン ゾウカ

						負債・純資産合計				0		0		ERROR:#DIV/0!		資本剰余金増加+181 シホン ジョウヨキン ゾウカ

								（自己資本比率） ジコ シホン ヒリツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		＋＊＊p





前年比

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		204.5%





予想比

										2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2019年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700,000,000		3,670,914,740		(29,085,260)		△0.8%		4,358,000,000		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838,392,231		726,908,000		(111,484,231)		△13.3%		759,127,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976,810,057		1,096,740,000		119,929,943		12.3%		1,400,000,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884,797,319		1,847,267,000		(37,530,319)		△2.0%		2,198,873,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836,144,713		2,823,024,000		(13,120,713)		△0.5%		3,163,443,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678,854,605		727,104,000		48,249,395		7.1%		894,557,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185,000,000		120,786,871		(64,213,129)		△34.7%		300,000,000		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%				△34.2%		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155,460,993		73,094,570		(82,366,423)		△53.0%		278,763,000		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%				△52.6%		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134,315,622		59,911,446		(74,404,176)		△55.4%		182,432,000		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2019年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		期初予想比 キショ ヨソウ ヒ				2020年6月期 ネン ガツキ

										通期予想 ツウキ ヨソウ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,700		3,670		△ 29		△0.8%		4,358		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		838		726		△ 111		△13.3%		759		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		976		1,096		119		+12.3%		1,400		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,884		1,847		△ 37		△2.0%		2,198		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,836		2,823		△ 13		△0.5%		3,163		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				678		727		48		+7.1%		894		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				185		120		△ 64		△34.7%		300		148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.0%		3.3%		△1.7p		-		6.9%		109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				155		73		△ 82		△53.0%		278		281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.2%		2.0%		△2.2p		-		6.4%		221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				134		59		△ 74		△55.4%		182		204.5%





21期

										2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346,516,741		3,670,914,740		324,397,999		9.7%		4,358,000,000		687,085,260		18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763,984,881		726,908,000		(37,076,881)		△4.9%		759,127,000		32,219,000		4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899,885,117		1,096,740,000		196,854,883		21.9%		1,400,000,000		303,260,000		27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682,646,743		1,847,267,000		164,620,257		9.8%		2,198,873,000		351,606,000		19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551,661,450		2,823,024,000		271,362,550		10.6%		3,163,443,000		340,419,000		12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613,699,350		727,104,000		113,404,650		18.5%		894,557,000		167,453,000		23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181,155,941		120,786,871		(60,369,070)		△33.3%		300,000,000		179,213,129		148.4%

								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%				△39.2%		6.9%				109.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154,809,373		73,094,570		(81,714,803)		△52.8%		278,763,000		205,668,430		281.4%

								経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%				△57.0%		6.4%				221.2%

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172,391,812		59,911,446		(112,480,366)		△65.2%		182,432,000		122,520,554		204.5%



						↓プレゼン用 ヨウ



						科目 カモク				2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				2020年6月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ		通期計画 ツウキ ケイカク		差異 サイ		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				3,346		3,670		324		+9.7%		4,358		687		+18.7%

								セキュリティ監査・コンサル カンサ		763		726		△ 37		△4.9%		759		32		+4.4%

								脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン		899		1,096		196		+21.9%		1,400		303		+27.7%

								情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク		1,682		1,847		164		+9.8%		2,198		351		+19.0%

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ				2,551		2,823		271		+10.6%		3,163		340		+12.1%

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				613		727		113		+18.5%		894		167		+23.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				181		120		△ 60		△33.3%		300		179		+148.4%

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		5.4%		3.3%		△2.1p		-		6.9%		+3.6p		-

						経常利益 ケイジョウ リエキ				154		73		△ 81		△52.8%		278		205		+281.4%

								売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		4.6%		2.0%		△2.6p		-		6.4%		+4.4p		-

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				172		59		△ 112		△65.2%		182		122		+204.5%





PL手元資料

		【第20期】開示区分別売上 カイジ クブン ベツ ウリアゲ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																				（単位：千円）

								2018年7月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年8月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年9月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		1Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年10月までの累計 ルイケイ												2018年11月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年11月までの累計 ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2018年12月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		上半期累計 ハンキ ルイケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年1月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年2月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年3月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年4月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年5月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		2019年6月												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		4Q合計 ゴウケイ												前年 ゼンネン		前年 ゼンネン		20期 キ												前年				前年		対計画値コメント タイ ケイカク チ		対前年コメント タイ ゼンネン

								計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		差異 サイ		差異率 サイ リツ		実績 ジッセキ		同期比 ドウキヒ		計画		売上比		実績		売上比		差異		差異率		実績		差異 サイ		同期比

		売上高 ウリアゲ ダカ						202,544		100.0%		203,457		100.0%		913		0.5%		220,333		92%		283,518		100.0%		291,164		100.0%		7,646		2.7%		258,899		112%		266,115		100.0%		289,032		100.0%		22,916		8.6%		284,667		102%		752,178		100.0%		783,653		100.0%		31,476		4.2%		763,899		103%		274,031		100.0%		230,883		100.0%		△ 43,148		△ 15.7%		234,233		99%		1,026,208		100.0%		1,014,536		100.0%		△ 11,672		△ 1.1%		299,178		100.0%		294,426		100.0%		△ 4,752		△ 1.6%		255,130		115%		1,325,386		100.0%		1,308,963		100.0%		△ 16,424		△ 1.2%		1,253,262		104%		392,908		100.0%		398,537		100.0%		5,629		1.4%		383,402		104%		1,718,295		100.0%		1,707,500		100.0%		△ 10,795		△ 0.6%		1,636,664		104%		279,970		100.0%		221,784		100.0%		△ 58,186		△ 20.8%		225,719		98%		293,778		100.0%		233,174		100.0%		△ 60,603		△ 20.6%		244,144		96%		441,219		100.0%		545,894		100.0%		104,676		23.7%		412,606		132%		287,632		100.0%		217,506		100.0%		△ 70,126		△ 24.4%		218,868		99%		280,599		100.0%		250,826		100.0%		△ 29,772		△ 10.6%		214,355		117%		398,509		100.0%		494,230		100.0%		95,721		24.0%		394,160		125%		966,739		100.0%		962,562		100.0%		△ 4,177		△ 0.4%		827,384		116%		3,700,000		100.0%		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		110%				当初METI指導の、2018/3までのPCI準拠 トウショ シドウ ジュンキョ

				セキュリティ監査・コンサル カンサ				33,668		16.6%		28,543		14.0%		△ 5,125		△ 15.2%		55,078		52%		48,833		17.2%		52,738		18.1%		3,905		8.0%		64,320		82%		64,612		24.3%		66,033		22.8%		1,422		2.2%		72,789		91%		147,113		19.6%		147,315		51.0%		202		0.1%		192,187		77%		54,900		20.0%		41,284		17.9%		△ 13,616		△ 24.8%		45,425		91%		202,013		19.7%		188,599		18.6%		△ 13,414		△ 6.6%		66,949		22.4%		78,119		26.5%		11,170		16.7%		71,573		109%		268,962		20.3%		266,718		20.4%		△ 2,244		△ 0.8%		309,185		86%		88,497		22.5%		91,578		23.0%		3,081		3.5%		77,097		119%		357,459		20.8%		358,296		21.0%		837		0.2%		386,283		93%		63,200		22.6%		32,745		14.8%		△ 30,455		△ 48.2%		41,683		79%		59,085		20.1%		32,576		14.0%		△ 26,509		△ 44.9%		37,779		86%		127,064		28.8%		114,257		20.9%		△ 12,806		△ 10.1%		121,218		94%		59,270		20.6%		29,399		13.5%		△ 29,871		△ 50.4%		42,512		69%		57,730		20.6%		48,545		19.4%		△ 9,186		△ 15.9%		41,666		117%		114,584		28.8%		111,090		22.5%		△ 3,494		△ 3.0%		92,845		120%		231,585		24.0%		189,034		19.6%		△ 42,551		△ 18.4%		177,023		107%		838,392		22.7%		726,908		19.8%		△ 111,484		△ 13.3%		763,985		(37,077)		95%		監査コンサル合計　　　　　　　　　▲111の内訳　　　　 カンサ ゴウケイ ウチワケ		前期韓国KATAの呼びかけでのSAQ駆け込みの反動 ゼンキ カンコク ヨ カ コ ハンドウ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		26,917		13.3%		21,792		10.7%		△ 5,125		△ 19.0%		44,191		49%		31,878		11.2%		40,171		13.8%		8,293		26.0%		57,032		70%		47,112		17.7%		46,735		16.2%		△ 376		△ 0.8%		65,381		71%		105,906		14.1%		108,698		37.6%		2,792		2.6%		166,604		65%		44,002		16.1%		34,833		15.1%		△ 9,169		△ 20.8%		38,198		91%		149,908		14.6%		143,531		14.1%		△ 6,377		△ 4.3%		58,297		19.5%		70,192		23.8%		11,895		20.4%		67,465		104%		208,205		15.7%		213,723		16.3%		5,518		2.7%		272,267		78%		76,503		19.5%		74,363		18.7%		△ 2,140		△ 2.8%		69,458		107%		284,708		16.6%		288,086		16.9%		3,378		1.2%		341,724		84%		55,735		19.9%		28,847		13.0%		△ 26,888		△ 48.2%		39,725		73%		50,205		17.1%		21,745		9.3%		△ 28,459		△ 56.7%		35,821		61%		119,863		27.2%		86,464		15.8%		△ 33,399		△ 27.9%		113,840		76%		53,439		18.6%		23,491		10.8%		△ 29,948		△ 56.0%		39,516		59%		50,954		18.2%		40,909		16.3%		△ 10,045		△ 19.7%		35,670		115%		107,557		27.0%		89,168		18.0%		△ 18,389		△ 17.1%		52,313		170%		211,951		21.9%		153,568		16.0%		△ 58,383		△ 27.5%		127,499		120%		722,461		19.5%		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		(79,900)		88%		クレジットカード向け減少、期ズレ▲143 ム ゲンショウ キ		カード業界向け△80、一般向け＋42 ギョウカイ ム イッパン ム

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		3.3%		6,751		3.3%		0		0.0%		10,888		62%		16,956		6.0%		12,568		4.3%		△ 4,388		△ 25.9%		7,288		172%		17,500		6.6%		19,298		6.7%		1,798		10.3%		7,408		261%		41,207		5.5%		38,617		13.4%		△ 2,590		△ 6.3%		25,583		151%		10,899		4.0%		6,452		2.8%		△ 4,447		△ 40.8%		7,228		89%		52,105		5.1%		45,068		4.4%		△ 7,037		△ 13.5%		8,652		2.9%		7,927		2.7%		△ 725		△ 8.4%		4,108		193%		60,757		4.6%		52,995		4.0%		△ 7,762		△ 12.8%		36,919		144%		11,994		3.1%		17,215		4.3%		5,221		43.5%		7,640		225%		72,751		4.2%		70,210		4.1%		△ 2,541		△ 3.5%		44,558		158%		7,465		2.7%		3,898		1.8%		△ 3,567		△ 47.8%		1,958		199%		8,880		3.0%		10,830		4.6%		1,950		22.0%		1,958		553%		7,201		1.6%		27,794		5.1%		20,593		286.0%		7,378		377%		5,831		2.0%		5,908		2.7%		77		1.3%		2,996		197%		6,776		2.4%		7,636		3.0%		859		12.7%		5,996		127%		7,027		1.8%		21,922		4.4%		14,895		212.0%		40,531		54%		19,634		2.0%		35,466		3.7%		15,832		80.6%		49,524		72%		115,932		3.1%		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		141%		一般向けアセスメント好調　　　   　＋32 イッパン ム コウチョウ

				脆弱性診断 ゼイジャクセイ シンダン				42,319		20.9%		43,419		21.3%		1,100		2.6%		41,490		105%		71,513		25.2%		77,687		26.7%		6,173		8.6%		63,096		123%		59,563		22.4%		78,775		27.3%		19,212		32.3%		75,415		104%		173,395		23.1%		199,881		69.2%		26,486		15.3%		180,001		111%		65,347		23.8%		58,694		25.4%		△ 6,653		△ 10.2%		49,860		118%		238,742		23.3%		258,575		25.5%		19,833		8.3%		77,149		25.8%		68,129		23.1%		△ 9,020		△ 11.7%		52,520		130%		315,892		23.8%		326,705		25.0%		10,813		3.4%		282,381		116%		137,996		35.1%		139,596		35.0%		1,600		1.2%		133,921		104%		453,888		26.4%		466,300		27.3%		12,413		2.7%		416,301		112%		60,560		21.6%		47,354		21.4%		△ 13,206		△ 21.8%		50,023		95%		74,992		25.5%		62,003		26.6%		△ 12,989		△ 17.3%		77,099		80%		138,680		31.4%		237,673		43.5%		98,993		71.4%		127,777		186%		63,161		22.0%		58,301		26.8%		△ 4,860		△ 7.7%		51,931		112%		57,824		20.6%		55,437		22.1%		△ 2,387		△ 4.1%		44,281		125%		127,704		32.0%		169,671		34.3%		41,966		32.9%		132,473		128%		248,690		25.7%		283,409		29.4%		34,719		14.0%		228,686		124%		976,810		26.4%		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		122%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		31,391		15.5%		32,490		16.0%		1,099		3.5%		31,273		104%		60,600		21.4%		66,109		22.7%		5,508		9.1%		52,025		127%		48,344		18.2%		66,160		22.9%		17,816		36.9%		64,452		103%		140,335		18.7%		164,759		57.0%		24,423		17.4%		147,750		112%		54,160		19.8%		47,891		20.7%		△ 6,269		△ 11.6%		38,682		124%		194,495		19.0%		212,649		21.0%		18,154		9.3%		66,138		22.1%		57,044		19.4%		△ 9,094		△ 13.7%		40,463		141%		260,633		19.7%		269,694		20.6%		9,060		3.5%		226,895		119%		118,807		30.2%		124,338		31.2%		5,531		4.7%		118,550		105%		379,440		22.1%		394,032		23.1%		14,592		3.8%		345,445		114%		47,685		17.0%		34,357		15.5%		△ 13,328		△ 28.0%		38,936		88%		62,038		21.1%		48,221		20.7%		△ 13,817		△ 22.3%		64,012		75%		121,153		27.5%		212,095		38.9%		90,942		75.1%		106,838		199%		49,716		17.3%		43,837		20.2%		△ 5,879		△ 11.8%		40,442		108%		44,067		15.7%		42,927		17.1%		△ 1,140		△ 2.6%		32,672		131%		111,125		27.9%		150,897		30.5%		39,772		35.8%		115,504		131%		204,909		21.2%		237,662		24.7%		32,752		16.0%		188,618		126%		815,226		22.0%		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		125%		各Q最終月集中傾向は継続するも、外注費は低減できた カク サイシュウ ヅキ シュウチュウ ケイコウ ケイゾク ガイチュウヒ テイゲン		大型受注の増加（Sier、DC事業者等からの一括請負） オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ

						CPE/CD/CDE		10,140		5.0%		10,140		5.0%		0		0.0%		9,456		107%		10,273		3.6%		10,740		3.7%		468		4.6%		10,287		104%		10,578		4.0%		11,827		4.1%		1,249		11.8%		10,228		116%		30,991		4.1%		32,707		11.3%		1,716		5.5%		29,971		109%		10,547		3.8%		9,995		4.3%		△ 552		△ 5.2%		10,443		96%		41,538		4.0%		42,702		4.2%		1,164		2.8%		10,362		3.5%		10,291		3.5%		△ 71		△ 0.7%		11,059		93%		51,900		3.9%		52,993		4.0%		1,094		2.1%		51,473		103%		18,540		4.7%		14,415		3.6%		△ 4,125		△ 22.2%		14,753		98%		70,440		4.1%		67,408		3.9%		△ 3,031		△ 4.3%		66,226		102%		12,226		4.4%		12,196		5.5%		△ 30		△ 0.2%		10,298		118%		12,305		4.2%		12,932		5.5%		626		5.1%		12,298		105%		16,877		3.8%		24,065		4.4%		7,187		42.6%		19,990		120%		12,687		4.4%		13,677		6.3%		990		7.8%		10,701		128%		13,044		4.6%		11,724		4.7%		△ 1,321		△ 10.1%		10,772		109%		15,867		4.0%		17,975		3.6%		2,109		13.3%		16,180		111%		41,598		4.3%		43,376		4.5%		1,777		4.3%		37,653		115%		153,447		4.1%		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		109%

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		788		0.4%		789		0.4%		1		0.1%		762		104%		640		0.2%		838		0.3%		197		30.8%		784		107%		640		0.2%		789		0.3%		148		23.2%		735		107%		2,069		0.3%		2,415		0.8%		346		16.7%		2,280		106%		640		0.2%		809		0.4%		168		26.3%		735		110%		2,709		0.3%		3,224		0.3%		515		19.0%		649		0.2%		794		0.3%		144		22.2%		997		80%		3,358		0.3%		4,017		0.3%		659		19.6%		4,012		100%		649		0.2%		843		0.2%		193		29.8%		618		136%		4,008		0.2%		4,860		0.3%		852		21.3%		4,630		105%		649		0.2%		802		0.4%		152		23.4%		789		102%		649		0.2%		851		0.4%		201		31.0%		789		108%		649		0.1%		1,513		0.3%		864		133.0%		950		159%		757		0.3%		787		0.4%		29		3.9%		789		100%		712		0.3%		787		0.3%		74		10.4%		838		94%		712		0.2%		798		0.2%		86		12.1%		789		101%		2,182		0.2%		2,371		0.2%		189		8.7%		2,415		98%		8,138		0.2%		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		109%

				情報漏えいIT対策 ジョウホウ ロウ タイサク				126,557		62.5%		131,495		64.6%		4,938		3.9%		123,765		106%		163,172		57.6%		160,739		55.2%		△ 2,433		△ 1.5%		131,483		122%		141,941		53.3%		144,223		49.9%		2,282		1.6%		136,463		106%		431,670		57.4%		436,458		151.0%		4,788		1.1%		391,712		111%		153,783		56.1%		130,904		56.7%		△ 22,879		△ 14.9%		138,947		94%		585,453		57.1%		567,362		55.9%		△ 18,091		△ 3.1%		155,080		51.8%		148,178		50.3%		△ 6,902		△ 4.5%		131,037		113%		740,533		55.9%		715,540		54.7%		△ 24,993		△ 3.4%		661,696		108%		166,415		42.4%		167,364		42.0%		949		0.6%		172,385		97%		906,948		52.8%		882,904		51.7%		△ 24,044		△ 2.7%		834,081		106%		156,209		55.8%		141,685		63.9%		△ 14,525		△ 9.3%		134,013		106%		159,700		54.4%		138,596		59.4%		△ 21,105		△ 13.2%		129,266		107%		175,475		39.8%		193,963		35.5%		18,488		10.5%		163,611		119%		165,201		57.4%		129,806		59.7%		△ 35,395		△ 21.4%		124,425		104%		165,044		58.8%		146,844		58.5%		△ 18,199		△ 11.0%		128,407		114%		156,220		39.2%		213,469		43.2%		57,249		36.6%		168,843		126%		486,465		50.3%		490,120		50.9%		3,655		0.8%		421,675		116%		1,884,797		50.9%		1,847,267		50.3%		△ 37,530		△ 2.0%		1,682,647		164,620		110%		情報漏えいIT　合計　　　　　　　▲37の内訳 ジョウホウ ロウ ゴウケイ ウチワケ		安定サービスのメール7%増、SOC15%増、MARS5%増 アンテイ ゾウ ゾウ ゾウ				20期 キ								19期 キ		増額 ゾウガク		増加率 ゾウカ リツ

						AAMS		56,583		27.9%		56,584		27.8%		1		0.0%		51,774		109%		56,697		20.0%		56,303		19.3%		△ 395		△ 0.7%		51,586		109%		56,772		21.3%		56,374		19.5%		△ 399		△ 0.7%		51,717		109%		170,053		22.6%		169,260		58.6%		△ 793		△ 0.5%		155,078		109%		56,618		20.7%		56,578		24.5%		△ 40		△ 0.1%		50,566		112%		226,671		22.1%		225,838		22.3%		△ 833		△ 0.4%		57,431		19.2%		56,208		19.1%		△ 1,223		△ 2.1%		50,836		111%		284,102		21.4%		282,046		21.5%		△ 2,056		△ 0.7%		256,480		110%		57,315		14.6%		56,403		14.2%		△ 911		△ 1.6%		50,724		111%		341,417		19.9%		338,449		19.8%		△ 2,968		△ 0.9%		307,204		110%		57,409		20.5%		56,461		25.5%		△ 949		△ 1.7%		50,791		111%		57,653		19.6%		56,391		24.2%		△ 1,262		△ 2.2%		53,803		105%		57,938		13.1%		56,336		10.3%		△ 1,603		△ 2.8%		52,158		108%		59,548		20.7%		56,187		25.8%		△ 3,360		△ 5.6%		56,666		99%		59,665		21.3%		55,570		22.2%		△ 4,095		△ 6.9%		56,368		99%		59,700		15.0%		55,973		11.3%		△ 3,727		△ 6.2%		56,495		99%		178,913		18.5%		167,730		17.4%		△ 11,183		△ 6.3%		169,529		99%		693,331		18.7%		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		107%		継続系サービスは　　　　　　+22　で好調 ケイゾク ケイ コウチョウ		大半のサービスで前年上回る タイハン ゼンネン ウワマワ		継続 ケイゾク		1,439,770		0		22,953		0		1,321,732		118,038		109%

						AAMSその他 タ		1,553		0.8%		1,554		0.8%		1		0.1%		1,839		85%		1,563		0.6%		1,546		0.5%		△ 17		△ 1.1%		1,877		82%		1,045		0.4%		1,773		0.6%		729		69.8%		2,546		70%		4,160		0.6%		4,873		1.7%		713		17.1%		6,262		78%		1,945		0.7%		1,921		0.8%		△ 23		△ 1.2%		2,463		78%		6,105		0.6%		6,795		0.7%		690		11.3%		1,050		0.4%		1,088		0.4%		38		3.7%		2,491		44%		7,155		0.5%		7,883		0.6%		728		10.2%		11,216		70%		730		0.2%		1,852		0.5%		1,122		153.7%		1,818		102%		7,885		0.5%		9,735		0.6%		1,850		23.5%		13,034		75%		730		0.3%		1,235		0.6%		505		69.1%		1,824		68%		730		0.2%		1,223		0.5%		493		67.5%		3,054		40%		1,284		0.3%		1,484		0.3%		200		15.6%		2,994		50%		744		0.3%		1,234		0.6%		490		65.8%		1,489		83%		744		0.3%		1,764		0.7%		1,020		137.1%		1,961		90%		744		0.2%		1,328		0.3%		584		78.5%		2,195		60%		2,232		0.2%		4,326		0.4%		2,094		93.8%		5,645		77%		12,861		0.3%		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		(8,549)		68%		標的訓練やSIEM関連のスポット売上　▲60 ヒョウテキ クンレン カンレン ウリアゲ		9%（118M）増 ゾウ

						SOC		38,118		18.8%		37,537		18.4%		△ 581		△ 1.5%		34,830		108%		32,879		11.6%		37,733		13.0%		4,855		14.8%		34,864		108%		32,239		12.1%		37,989		13.1%		5,750		17.8%		36,146		105%		103,235		13.7%		113,259		39.2%		10,024		9.7%		105,840		107%		36,136		13.2%		36,911		16.0%		775		2.1%		35,279		105%		139,371		13.6%		150,169		14.8%		10,798		7.7%		36,304		12.1%		37,818		12.8%		1,514		4.2%		35,590		106%		175,675		13.3%		187,987		14.4%		12,312		7.0%		176,710		106%		36,807		9.4%		42,108		10.6%		5,301		14.4%		35,268		119%		212,483		12.4%		230,096		13.5%		17,613		8.3%		211,978		109%		37,574		13.4%		40,774		18.4%		3,200		8.5%		35,617		114%		38,710		13.2%		41,641		17.9%		2,931		7.6%		36,085		115%		37,625		8.5%		41,625		7.6%		4,000		10.6%		35,831		116%		39,282		13.7%		44,606		20.5%		5,323		13.6%		36,514		122%		39,759		14.2%		47,708		19.0%		7,949		20.0%		37,099		129%		39,515		9.9%		48,842		9.9%		9,327		23.6%		37,543		130%		118,556		12.3%		141,155		14.7%		22,599		19.1%		111,156		127%		444,948		12.0%		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		115%

						MARS		14,311		7.1%		14,312		7.0%		1		0.0%		12,927		111%		13,594		4.8%		14,295		4.9%		701		5.2%		12,915		111%		13,594		5.1%		14,295		4.9%		701		5.2%		13,256		108%		41,498		5.5%		42,902		14.8%		1,404		3.4%		39,097		110%		14,659		5.3%		14,148		6.1%		△ 511		△ 3.5%		13,427		105%		56,157		5.5%		57,050		5.6%		892		1.6%		14,684		4.9%		14,230		4.8%		△ 454		△ 3.1%		13,744		104%		70,842		5.3%		71,280		5.4%		438		0.6%		66,268		108%		15,334		3.9%		14,230		3.6%		△ 1,104		△ 7.2%		14,004		102%		86,176		5.0%		85,510		5.0%		△ 666		△ 0.8%		80,272		107%		15,877		5.7%		14,460		6.5%		△ 1,417		△ 8.9%		14,004		103%		16,008		5.4%		14,443		6.2%		△ 1,565		△ 9.8%		13,999		103%		16,356		3.7%		14,429		2.6%		△ 1,927		△ 11.8%		14,077		102%		16,530		5.7%		14,619		6.7%		△ 1,911		△ 11.6%		14,080		104%		16,537		5.9%		14,619		5.8%		△ 1,918		△ 11.6%		14,080		104%		17,153		4.3%		14,619		3.0%		△ 2,535		△ 14.8%		14,489		101%		50,220		5.2%		43,856		4.6%		△ 6,364		△ 12.7%		42,648		103%		184,637		5.0%		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		105%

						SOCその他 タ		3,954		2.0%		4,558		2.2%		604		15.3%		6,230		73%		23,991		8.5%		19,821		6.8%		△ 4,170		△ 17.4%		1,788		1109%		15,700		5.9%		8,643		3.0%		△ 7,057		△ 44.9%		16,141		54%		43,646		5.8%		33,023		11.4%		△ 10,623		△ 24.3%		24,159		137%		20,867		7.6%		7,199		3.1%		△ 13,668		△ 65.5%		12,226		59%		64,513		6.3%		40,222		4.0%		△ 24,291		△ 37.7%		20,795		7.0%		13,064		4.4%		△ 7,731		△ 37.2%		7,574		172%		85,308		6.4%		53,286		4.1%		△ 32,022		△ 37.5%		43,959		121%		24,878		6.3%		21,070		5.3%		△ 3,807		△ 15.3%		19,062		111%		110,186		6.4%		74,356		4.4%		△ 35,830		△ 32.5%		63,021		118%		20,147		7.2%		10,347		4.7%		△ 9,799		△ 48.6%		12,380		84%		18,227		6.2%		10,475		4.5%		△ 7,752		△ 42.5%		6,160		170%		22,151		5.0%		29,331		5.4%		7,181		32.4%		30,541		96%		18,419		6.4%		2,660		1.2%		△ 15,759		△ 85.6%		2,371		112%		17,441		6.2%		5,689		2.3%		△ 11,753		△ 67.4%		4,947		115%		9,419		2.4%		40,803		8.3%		31,384		333.2%		13,979		292%		45,279		4.7%		49,152		5.1%		3,873		8.6%		21,296		231%		215,990		5.8%		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		130%

						MS関連 カンレン		3,037		1.5%		3,037		1.5%		0		0.0%		3,431		89%		3,375		1.2%		3,046		1.0%		△ 329		△ 9.8%		3,428		89%		3,205		1.2%		2,996		1.0%		△ 209		△ 6.5%		3,402		88%		9,618		1.3%		9,079		3.1%		△ 538		△ 5.6%		10,261		88%		3,470		1.3%		2,996		1.3%		△ 473		△ 13.6%		3,316		90%		13,087		1.3%		12,075		1.2%		△ 1,012		△ 7.7%		3,158		1.1%		2,996		1.0%		△ 162		△ 5.1%		2,226		135%		16,245		1.2%		15,071		1.2%		△ 1,174		△ 7.2%		15,802		95%		3,161		0.8%		2,998		0.8%		△ 163		△ 5.2%		2,204		136%		19,406		1.1%		18,069		1.1%		△ 1,336		△ 6.9%		18,006		100%		3,422		1.2%		2,998		1.4%		△ 425		△ 12.4%		2,553		117%		3,422		1.2%		1,632		0.7%		△ 1,790		△ 52.3%		2,584		63%		3,422		0.8%		1,632		0.3%		△ 1,790		△ 52.3%		2,713		60%		3,560		1.2%		1,635		0.8%		△ 1,925		△ 54.1%		2,901		56%		3,560		1.3%		1,635		0.7%		△ 1,925		△ 54.1%		2,939		56%		3,460		0.9%		1,596		0.3%		△ 1,864		△ 53.9%		3,037		53%		10,580		1.1%		4,865		0.5%		△ 5,714		△ 54.0%		8,877		55%		40,252		1.1%		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		(5,536)		84%

						MSその他 タ		0		0.0%		10		0.0%		10		-		1,580		1%		0		0.0%		10		0.0%		10		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		ERROR:#DIV/0!		0		0.0%		19		0.0%		19		-		1,580		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		186		0%		0		0.0%		19		0.0%		19		-		918		0.3%		0		0.0%		△ 918		△ 100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		1,765		1%		0		0.0%		0		0.0%		0		-		709		0%		918		0.1%		19		0.0%		△ 899		△ 97.9%		2,474		1%		77		0.0%		0		0.0%		△ 77		△ 100.0%		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		－		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		25		0.0%		0		0.0%		△ 25		△ 100.0%		0		-		75		0.0%		0		0.0%		△ 75		△ 100.0%		0		-		1,070		0.0%		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		(2,455)		1%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		2,674		1.3%		7,586		3.7%		4,912		183.7%		2,713		280%		18,308		6.5%		18,151		6.2%		△ 157		△ 0.9%		15,513		117%		4,720		1.8%		4,468		1.5%		△ 252		△ 5.3%		3,690		121%		25,702		3.4%		30,206		10.5%		4,503		17.5%		21,916		138%		7,579		2.8%		2,868		1.2%		△ 4,711		△ 62.2%		11,890		24%		33,282		3.2%		33,074		3.3%		△ 208		△ 0.6%		7,595		2.5%		3,683		1.3%		△ 3,913		△ 51.5%		11,496		32%		40,877		3.1%		36,757		2.8%		△ 4,120		△ 10.1%		45,303		81%		14,771		3.8%		8,508		2.1%		△ 6,263		△ 42.4%		42,021		20%		55,648		3.2%		45,265		2.7%		△ 10,383		△ 18.7%		87,324		52%		7,533		2.7%		3,129		1.4%		△ 4,405		△ 58.5%		6,796		46%		14,668		5.0%		5,052		2.2%		△ 9,616		△ 65.6%		3,043		166%		15,555		3.5%		9,633		1.8%		△ 5,922		△ 38.1%		9,226		104%		12,675		4.4%		3,107		1.4%		△ 9,568		△ 75.5%		3,012		103%		4,674		1.7%		14,102		5.6%		9,428		201.7%		2,062		684%		6,772		1.7%		33,081		6.7%		26,309		388.5%		10,326		320%		24,121		2.5%		50,290		5.2%		26,169		108.5%		15,400		327%		117,526		3.2%		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		(8,421)		93%

						ES		3,222		1.6%		3,222		1.6%		0		0.0%		5,824		55%		10,118		3.6%		6,722		2.3%		△ 3,396		△ 33.6%		6,930		97%		11,997		4.5%		13,782		4.8%		1,785		14.9%		7,255		190%		25,337		3.4%		23,726		8.2%		△ 1,611		△ 6.4%		20,009		119%		9,571		3.5%		4,381		1.9%		△ 5,190		△ 54.2%		7,165		61%		34,908		3.4%		28,107		2.8%		△ 6,801		△ 19.5%		10,205		3.4%		15,145		5.1%		4,940		48.4%		4,790		316%		45,113		3.4%		43,252		3.3%		△ 1,861		△ 4.1%		31,964		135%		10,480		2.7%		16,201		4.1%		5,720		54.6%		4,285		378%		55,593		3.2%		59,453		3.5%		3,859		6.9%		36,249		164%		9,609		3.4%		5,301		2.4%		△ 4,309		△ 44.8%		7,564		70%		6,499		2.2%		3,763		1.6%		△ 2,736		△ 42.1%		7,425		51%		17,311		3.9%		35,518		6.5%		18,207		105.2%		13,015		273%		10,361		3.6%		1,622		0.7%		△ 8,739		△ 84.3%		4,335		37%		18,556		6.6%		1,622		0.6%		△ 16,934		△ 91.3%		5,895		28%		15,349		3.9%		13,072		2.6%		△ 2,277		△ 14.8%		27,722		47%		44,266		4.6%		16,316		1.7%		△ 27,950		△ 63.1%		37,952		43%		133,279		3.6%		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		118%

						ES関連 カンレン		3,096		1.5%		3,096		1.5%		0		0.0%		2,232		139%		2,636		0.9%		3,111		1.1%		475		18.0%		2,232		139%		2,659		1.0%		3,893		1.3%		1,234		46.4%		2,224		175%		8,391		1.1%		10,101		3.5%		1,709		20.4%		6,687		151%		2,929		1.1%		3,893		1.7%		964		32.9%		2,280		171%		11,320		1.1%		13,994		1.4%		2,673		23.6%		2,929		1.0%		3,937		1.3%		1,007		34.4%		2,280		173%		14,250		1.1%		17,930		1.4%		3,681		25.8%		11,247		159%		2,929		0.7%		3,983		1.0%		1,054		36.0%		2,280		175%		17,179		1.0%		21,914		1.3%		4,735		27.6%		13,528		162%		3,821		1.4%		6,972		3.1%		3,151		82.4%		2,476		282%		3,773		1.3%		3,965		1.7%		193		5.1%		3,104		128%		3,823		0.9%		3,965		0.7%		143		3.7%		3,047		130%		4,048		1.4%		4,127		1.9%		79		2.0%		3,047		135%		4,073		1.5%		4,127		1.6%		54		1.3%		3,047		135%		4,073		1.0%		4,145		0.8%		73		1.8%		3,047		136%		12,193		1.3%		12,399		1.3%		206		1.7%		9,141		136%		40,788		1.1%		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		157%

						その他 タ		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		385		0%		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		351		0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		86		11%		29		0.0%		10		0.0%		△ 19		△ 66.7%		822		1%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		150		6%		38		0.0%		19		0.0%		△ 19		△ 50.0%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		48		0.0%		29		0.0%		△ 19		△ 40.0%		981		3%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		58		0.0%		38		0.0%		△ 19		△ 33.3%		991		4%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		10		0.0%		10		0.0%		0		0.0%		10		100%		29		0.0%		29		0.0%		0		0.0%		29		100%		115		0.0%		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		(952)		9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																		240,093		60.2%		272,653		55.2%		32,560		13.6%		219,208		124%		714,511		73.9%		734,038		76.3%		19,527		2.7%		646,117		114%		2,836,145		76.7%		2,823,024		76.9%		△ 13,121		△ 0.5%		2,551,661		271,363		111%		設備投資時期見直しによる減価償却費等の減少 セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ トウ ゲンショウ		売上増に伴う仕入原価増等 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゲンカ ゾウ トウ

				直接原価 チョクセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																97,632		24.5%		127,036		25.7%		29,404		30.1%		100,837		126%		284,599		29.4%		318,160		33.1%		33,561		11.8%		278,293		114%		1,172,955		31.7%		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		109%

						AAMS																																																																																																																																																																																																																																														35,516		8.9%		34,437		7.0%		△ 1,079		△ 3.0%		34,975		98%		106,835		11.1%		104,640		10.9%		△ 2,196		△ 2.1%		108,674		96%		408,769		11.0%		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		(17,756)		96%

						Security Service																																																																																																																																																																																																																																														21,268		5.3%		14,314		2.9%		△ 6,955		△ 32.7%		16,739		86%		49,655		5.1%		40,275		4.2%		△ 9,380		△ 18.9%		38,261		105%		208,011		5.6%		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		116%		SS原価は計画比▲32（全て外注費ではないが） ゲンカ ケイカク ヒ スベ ガイチュウヒ

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ																																																																																																																																																																																																																																														3,445		0.9%		20,564		4.2%		17,119		497.0%		7,107		289%		10,485		1.1%		39,125		4.1%		28,640		273.1%		14,946		262%		55,307		1.5%		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		121%

						Management Service																																																																																																																																																																																																																																														30,926		7.8%		51,742		10.5%		20,817		67.3%		32,838		158%		92,405		9.6%		116,188		12.1%		23,784		25.7%		94,015		124%		405,690		11.0%		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		117%

						Enterprise Service																																																																																																																																																																																																																																														6,478		1.6%		5,980		1.2%		△ 498		△ 7.7%		9,178		65%		25,219		2.6%		17,932		1.9%		△ 7,287		△ 28.9%		22,396		80%		95,170		2.6%		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		122%

						その他 タ																																																																																																																																																																																																																																														0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		10		0.0%		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		-

				間接原価 カンセツ ゲンカ																																																																																																																																																																																																																																																142,460		35.7%		145,616		29.5%		3,156		2.2%		118,370		123%		429,912		44.5%		415,878		43.2%		△ 14,034		△ 3.3%		367,824		113%		1,663,190		45.0%		1,633,597		44.5%		△ 29,593		△ 1.8%		1,464,394		169,203		112%		償却費▲47M,、労務費▲26、旅費交通費+14、仕掛+11 ショウキャク ヒ ロウムヒ シカカリ		労務費+100（+10%）、減価償却費+30、仕掛+20 ロウムヒ ゲンカショウキャクヒ シカカリ

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		158,416		39.8%		221,577		44.8%		63,161		39.9%		174,953		127%		252,228		26.1%		228,524		23.7%		△ 23,703		△ 9.4%		181,267		126%		863,855		23.3%		847,891		23.1%		△ 15,964		△ 1.8%		794,855		53,035		107%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ																																																																																																																																																																																																																																																		53,768		13.5%		59,288		12.0%		5,519		10.3%		57,324		103%		163,824		16.9%		178,856		18.6%		15,032		9.2%		185,538		96%		678,855		18.3%		727,104		19.8%		48,249		7.1%		613,699		113,404		118%		新規サービス調査コンサル委託、弁護士相談等の増 シンキ チョウサ イタク ベンゴシ ソウダン トウ ゾウ		人件費+72（+21%),、支払手数料+15（弁護士、新規サービス） ジンケンヒ シハラ テスウリョウ ベンゴシ シンキ

		営業利益 エイギョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		104,648		26.3%		162,289		32.8%		57,642		55.1%		117,629		138%		88,404		9.1%		49,668		5.2%		△ 38,735		△ 43.8%		△ 4,271		-1163%		185,000		5.0%		120,787		3.3%		△ 64,213		△ 34.7%		181,156		△ 60,369		67%				租税公課（外形標準課税）+18 ソゼイコウカ ガイケイヒョウジュンカゼイ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		△ 2,792		△ 0.6%		△ 2,792		-		△ 763		366%		0		0.0%		△ 192		△ 0.0%		△ 192		-		105		-182%		0		0.0%		333		0.0%		333		-		374		△ 41		89%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ																																																																																																																																																																																																																																																		891		0.2%		△ 968		△ 0.2%		△ 1,859		△ 208.7%		△ 919		105%		2,826		0.3%		6,248		0.6%		3,422		121.1%		4,422		141%		29,539		0.8%		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		180%

		経常利益 ケイジョウ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		73,093		2.0%		△ 82,368		△ 53.0%		154,809		△ 81,716		47%

		特別利益 トクベツ リエキ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ																																																																																																																																																																																																																																																		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		0		0.0%		0		-		0		-		0		0.0%		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		103,757		26.0%		160,466		32.5%		56,709		54.7%		117,784		136%		85,578		8.9%		43,229		4.5%		△ 42,349		△ 49.5%		△ 8,588		-503%		155,461		4.2%		70,786		1.9%		△ 84,675		△ 54.5%		154,809		△ 84,023		46%

		法人税等 ホウジンゼイトウ																																																																																																																																																																																																																																																		5,739		1.4%		1,476		0.3%		△ 4,263		△ 74.3%		△ 19,752		-7%		6,073		0.6%		3,669		0.4%		△ 2,404		△ 39.6%		△ 19,452		-19%		21,145		0.6%		10,876		0.3%		△ 10,269		△ 48.6%		△ 17,582		28,458		-62%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ																																																																																																																																																																																																																																																		98,018		24.6%		158,990		32.2%		60,972		62.2%		137,536		116%		79,505		8.2%		39,560		4.1%		△ 39,945		△ 50.2%		10,865		364%		134,316		3.6%		59,910		1.6%		△ 74,406		△ 55.4%		172,392		△ 112,482		35%





PLコメント

								前年比 ゼンネンヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		前年度の反動でクレジットカード業界向けが△80、一般向けは＋42 ゼンネンド ハンドウ ギョウカイ ム イッパン ム

										 脆弱性診断		大型受注の増加（SIer、DC事業者等からの一括請負）で大幅増 オオガタ ジュチュウ ゾウカ ジギョウシャ トウ イッカツ ウケオイ オオハバ ゾウ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスが軒並み増加（+9%） ケイゾク ケイ ノキナ ゾウカ

								営業利益		売上増に伴う仕入増等で売上原価が前年+271（+11%）。うち労務費は+100（+10%）
販管費+113（+18％）うち人件費が+72（+21%) ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウ トウ ウリアゲ ゲンカ ゼンネン ロウムヒ ハンカンヒ ジンケンヒ

								経常利益		営業外費用としてIPO関連費用の増加等で+21(+80%) エイギョウガイ ヒヨウ カンレン ヒヨウ ゾウカ トウ

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ		税効果会計の影響で法人税等が+28 ゼイ コウカ カイケイ エイキョウ ホウジンゼイ トウ

								計画比 ケイカク ヒ

								売上高 ウリアゲ ダカ		 セキュリティ監査・コンサルティング		予想比△111のうちクレジットカード業界向け△143、一般企業向け+32 ヨソウ ヒ ギョウカイ ム イッパン キギョウム

										 脆弱性診断		3月単月では過去最高の売上高を記録、残業・外注も抑制し利益貢献大 ガツ タンゲツ カコ サイコウ ウリアゲ ダカ キロク ザンギョウ ガイチュウ ヨクセイ リエキ コウケン ダイ

										 情報漏えいIT対策		継続系サービスは予想比+18、スポット系（SIEM、訓練等）△42 ケイゾク ケイ ヨソウ ヒ ケイ クンレン トウ

								営業利益		設備投資時期見直しによる減価償却費の減少により予想を下回る△13（△0.5%）が、販管費が新規サービス調査コンサル委託等で予想を上回り+48（+7.1%）となり、営業利益予想を下回る△64（△34.7%） セツビ トウシ ジキ ミナオ ゲンカ ショウキャク ヒ ゲンショウ ヨソウ シタマワ ハンカンヒ シンキ チョウサ イタク トウ ヨソウ ウワマワ エイギョウ リエキ ヨソウ シタマワ

								経常利益

								当期純利益 トウキ ジュン リエキ





グラフ

																										売上高 ウリアゲ ダカ		2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ						2018年6月期 ネン ガツキ		2019年6月期 ネン ガツキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						営業利益 エイギョウ リエキ		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ

						2018年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										1Q		763		783				1Q		23		-73						1Q		-73

						売上高 ウリアゲ ダカ		763		872		882		827		3346										2Q		872		923				2Q		82		27		2.9%				2Q		27		2.9%

						営業利益 エイギョウ リエキ		23		82		78		-5		180										3Q		882		1000				3Q		78		117		11.7%				3Q		117		11.7%

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.0%		9.4%		8.8%				5.4%										4Q		827		962				4Q		-5		49		5.1%				4Q		49		5.1%

						K円計算 エン ケイサン		3.1		9.5		8.9

																										売上高営業利益率推移 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ スイイ

						2019年6月期 ネン ガツキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ										2018年6月期1Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期3Q ネン ガツキ		2018年6月期4Q ネン ガツキ		2019年6月期1Q ネン ガツキ		2019年6月期2Q ネン ガツキ		2019年6月期3Q ネン ガツキ

						売上高 ウリアゲ ダカ		783		923		1000		962		3670										3.1		9.5		8.9		-		-		2.9		11.9

						営業利益 エイギョウ リエキ		-73		27		117		49		185

						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				2.9%		11.7%		5.1%

						K円計算 エン ケイサン				2.9		11.9



売上高推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	763	872	882	827	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	783	923	1000	962	







営業利益推移



2018年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	23	82	78	-5	2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	







2019年6月期　営業利益推移



営業利益	1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	売上高営業利益率	

1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	









営業利益推移



2019年6月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	-73	27	117	49	営業利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	2.9252437703141929E-2	0.11700000000000001	5.0935550935550938E-2	











月次

		【第20期】損益計算書　全社計画対比　（計画値：公表計画値） ソンエキ ケイサンショ ゼンシャ ケイカク タイヒ ケイカク チ コウヒョウ ケイカク チ

																																												（単位：千円）

																																								前年				対通期計画 タイ ツウキ ケイカク

								7月 ガツ		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		通期 ツウキ		売上比		差異		差異率		実績		差異		進捗率 シンチョク リツ				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ						203,457		291,164		289,032		230,883		294,426		398,537		221,784		233,174		545,894		217,506		250,826		494,230		3,670,915		100.0%		△ 29,085		△ 0.8%		3,346,517		324,398		99%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116,119		126,503		10,384		109%

				AAMS				58,137		57,849		58,147		58,499		57,296		58,255		57,695		57,614		57,819		57,421		57,334		57,301		693,369		18.9%		△ 12,823		△ 1.8%		660,036		33,333		98%		スポット		87,338		367,727

						AAMS		56,584		56,303		56,374		56,578		56,208		56,403		56,461		56,391		56,336		56,187		55,570		55,973		675,367		18.4%		△ 17,964		△ 2.6%		633,485		41,882		97%		合計 ゴウケイ		203,457		494,230

						AAMSその他 タ		1,554		1,546		1,773		1,921		1,088		1,852		1,235		1,223		1,484		1,234		1,764		1,328		18,002		0.5%		5,141		40.0%		26,551		△ 8,549		140%

				Security Service				43,419		77,687		78,775		58,694		68,129		139,596		47,354		62,003		237,673		58,301		55,437		169,671		1,096,740		29.9%		119,930		12.3%		899,885		196,855		112%

						S.Q.A.T.ｻｰﾋﾞｽ		32,490		66,109		66,160		47,891		57,044		124,338		34,357		48,221		212,095		43,837		42,927		150,897		926,366		25.2%		111,141		13.6%		743,849		182,517		114%

						CPE/CD/CDE		10,140		10,740		11,827		9,995		10,291		14,415		12,196		12,932		24,065		13,677		11,724		17,975		159,976		4.4%		6,530		4.3%		146,464		13,512		104%				期初（7月） キショ ガツ		期末（6月） キマツ ガツ		増加額 ゾウカ ガク		増加率 ゾウカ リツ

						ｾｷｭﾘﾃｨその他 タ		789		838		789		809		794		843		802		851		1,513		787		787		798		10,397		0.3%		2,259		27.8%		9,572		825		128%		継続売上高（月額） ケイゾク ウリアゲ ダカ ゲツガク		116		127		10		109%

				PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ				29,378		58,322		51,204		37,701		73,875		82,871		31,976		26,798		96,096		26,598		55,010		122,249		692,078		18.9%		△ 147,908		△ 17.6%		780,399		△ 88,321		82%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		21,792		40,171		46,735		34,833		70,192		74,363		28,847		21,745		86,464		23,491		40,909		89,168		578,710		15.8%		△ 143,751		△ 19.9%		658,609		△ 79,900		80%

						PCIｿﾘｭｰｼｮﾝ		7,586		18,151		4,468		2,868		3,683		8,508		3,129		5,052		9,633		3,107		14,102		33,081		113,369		3.1%		△ 4,157		△ 3.5%		121,790		△ 8,421		96.5%

				Management Service				59,453		74,906		63,923		61,254		68,108		80,407		68,579		68,191		87,018		63,519		69,650		105,860		870,868		23.7%		△ 16,029		△ 1.8%		766,271		104,597		98%

						SOC		37,537		37,733		37,989		36,911		37,818		42,108		40,774		41,641		41,625		44,606		47,708		48,842		495,291		13.5%		50,344		11.3%		430,666		64,625		111%

						MARS		14,312		14,295		14,295		14,148		14,230		14,230		14,460		14,443		14,429		14,619		14,619		14,619		172,698		4.7%		△ 11,939		△ 6.5%		165,001		7,697		94%

						SOCその他 タ		4,558		19,821		8,643		7,199		13,064		21,070		10,347		10,475		29,331		2,660		5,689		40,803		173,662		4.7%		△ 42,327		△ 19.6%		133,397		40,265		80%

						MS関連 カンレン		3,037		3,046		2,996		2,996		2,996		2,998		2,998		1,632		1,632		1,635		1,635		1,596		29,197		0.8%		△ 11,055		△ 27.5%		34,733		△ 5,536		73%

						MSその他 タ		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19		0.0%		△ 1,051		△ 98.2%		2,474		△ 2,455		2%

				Enterprise Service				13,070		22,401		36,973		14,725		27,009		37,399		16,170		18,559		67,277		11,657		13,385		39,139		317,764		8.7%		27,764		9.6%		238,877		78,887		110%

						ES		3,222		6,722		13,782		4,381		15,145		16,201		5,301		3,763		35,518		1,622		1,622		13,072		120,351		3.3%		△ 12,929		△ 9.7%		102,205		18,145		90%

						ESｺﾝｻﾙ		6,751		12,568		19,298		6,452		7,927		17,215		3,898		10,830		27,794		5,908		7,636		21,922		148,198		4.0%		32,266		27.8%		105,375		42,823		127.8%

						ES関連 カンレン		3,096		3,111		3,893		3,893		3,937		3,983		6,972		3,965		3,965		4,127		4,127		4,145		49,215		1.3%		8,427		20.7%		31,296		17,919		121%

						その他 タ		0		0		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		96		0.0%		△ 19		△ 16.7%		1,048		△ 952		83%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ						199,993		244,598		236,870		204,744		252,221		246,803		217,877		219,089		266,792		226,371		235,014		272,653		2,823,025		76.8%		△ 15,113		△ 0.5%		2,551,661		271,363		99%

				直接原価 チョクセツ ゲンカ				92,938		112,894		91,306		83,008		105,663		97,343		87,196		89,163		111,756		92,447		98,677		127,036		1,189,427		32.4%		16,472		1.4%		1,087,267		102,160		101%

						AAMS		37,518		30,992		33,235		32,311		32,412		32,567		32,952		33,138		33,535		35,847		34,355		34,437		403,298		11.0%		△ 5,471		△ 1.3%		421,054		△ 17,756		99%

						Security Service		12,563		20,096		14,644		9,948		13,943		16,869		9,369		14,159		23,361		13,363		12,598		14,314		175,228		4.8%		△ 32,782		△ 15.8%		151,317		23,911		84%

						PCIｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ		4,014		12,801		4,002		5,128		4,928		7,856		5,261		5,227		9,785		5,174		13,388		20,564		98,127		2.7%		42,820		77.4%		80,966		17,161		177%

						Management Service		30,484		41,100		30,958		27,902		42,881		32,069		33,109		30,703		31,262		32,086		32,360		51,742		416,656		11.4%		10,966		2.7%		355,270		61,386		103%

						Enterprise Service		8,359		7,904		8,468		7,719		11,499		7,983		6,506		5,936		13,812		5,977		5,976		5,980		96,118		2.6%		948		1.0%		78,660		17,458		101%

						その他 タ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		△ 10		△ 100.0%		0		0		0%

				間接原価 カンセツ ゲンカ				107,056		131,705		145,563		121,736		146,558		149,459		130,681		129,925		155,036		133,924		136,337		145,617		1,633,598		44.4%		△ 31,585		△ 1.9%		1,464,394		169,204		98%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						3,464		46,566		52,162		26,139		42,206		151,735		3,907		14,086		279,102		△ 8,865		15,812		221,576		847,890		23.2%		△ 13,972		△ 1.6%		794,855		53,035		98%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ						59,898		55,714		60,103		65,060		62,066		65,733		57,416		59,982		62,275		59,061		60,507		59,288		727,104		19.8%		47,049		6.9%		613,699		113,404		107%		監査コンサル カンサ

		営業利益 エイギョウ リエキ						△ 56,434		△ 9,148		△ 7,941		△ 38,921		△ 19,861		86,001		△ 53,509		△ 45,896		216,827		△ 67,926		△ 44,695		162,289		120,786		3.4%		△ 61,022		△ 33.0%		181,156		△ 60,370		67%		診断 シンダン

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ						△ 1,572		101		1,478		144		728		△ 864		1,217		550		△ 1,257		1,067		1,533		△ 2,792		333		0.0%		333		-		374		△ 41		-		情報漏えい ジョウホウ ロウ

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ						3,100		4,128		21,194		3,319		2,837		1,606		2,575		2,131		889		2,799		4,417		△ 968		48,026		1.3%		18,487		62.6%		26,721		21,306		163%

		経常利益 ケイジョウ リエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		214,680		△ 69,658		△ 47,579		160,465		73,093		2.1%		△ 79,176		△ 50.9%		154,809		△ 81,717		49%

		特別利益 トクベツ リエキ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		-		0		0		-

		特別損失 トクベツ ソンシツ						0		0		0		0		0		0		0		0		2,307		0		0		0		2,307		0.1%		2,307		-		0		2,307		-

		税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ						△ 61,105		△ 13,175		△ 27,657		△ 42,097		△ 21,970		83,532		△ 54,867		△ 47,477		212,373		△ 69,658		△ 47,579		160,465		70,786		2.0%		△ 81,483		△ 52.4%		154,809		△ 84,024		48%

		法人税等 ホウジンゼイトウ						162		150		△ 30,483		150		150		9,542		170		170		27,197		1,097		1,097		1,476		10,876		0.3%		△ 10,648		△ 50.4%		△ 17,582		28,459		50%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ						△ 61,267		△ 13,325		2,827		△ 42,246		△ 22,120		73,990		△ 55,037		△ 47,647		185,176		△ 70,755		△ 48,675		158,989		59,909		1.7%		△ 70,835		△ 52.7%		172,392		△ 112,483		47%











継続売上高（月額）	期初（7月）	期末（6月）	116.119259	126.50283899999999	
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当期のトピックスのご紹介

2018年
9月 AI搭載の自動脆弱性診断をリリース

11月 株式会社JSOLと業務提携

2019年
1月 エンドポイントセキュリティ運用支援サービスを開始
2月 QRコード決済事業者向け、セキュリティリスクの可視化および対策コンサル開始
4月 重要インフラ、工場やビル管理向けセキュリティリスクアセスメントサービスを開始
6月 統合型リゾート（IR）におけるセキュリティ運用事業の展開準備開始
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AI搭載の自動脆弱性診断サービスをリリース（2018.9.26）

NTTテクノクロス株式会社の支援を受け、当社のASP型デイリー自動脆弱性診断サービス
「Cracker Probing-Eyes」に機械学習機能を搭載しました。

ポイント
１．サーバ負荷を低減し、よりスピーディに診断を実施
２．"進化するエンジン"により、日々診断の精度が向上

サービス概念図
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株式会社JSOLと業務提携（2018.11.28）

株式会社JSOLと、販売パートナー契約を締結。ICTサービスコーディネーターとしての
セキュリティ提案、サービス提供などに、当社セキュリティサービスをご活用いただきます。

ポイント
年々増大する顧客からのセキュリティ対策ニーズに対して、セキュリティ専門ベンダー
との提携による的確なソリューションを提供することが可能に。

当社を選択された主な理由

高い技術力と、それを分かりやすく説明できるコンサルタントとの連携

顧客ニーズに適合した提案

信頼できる24/365体制の運用サービス、インシデント発生時緊急対応
など、豊富なサービスラインナップ
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エンドポイントセキュリティ運用支援サービスを開始（2019.1.28）

従来型アンチウイルス製品では検知が困難な、ファイルレス攻撃等の増加を背景とする
顧客ニーズに応えるため、エンドポイントのサイバーセキュリティ対策を支援するサービス
「EDR-MSS for CB Defense」を開始。

＜サービスの特長＞

従来型アンチウイルス製品のリプレイスが可能

難易度の高いCB Defenseの設定を支援

迅速な運用支援によるリスクの最小化

お客様の運用負担軽減

重大インシデントへの柔軟かつ連携した対応
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QRコード決済事業者向け、セキュリティリスクの可視化および対策コンサルティング
サービスを開始（2019.2.21）

日本政府が「キャッシュレス・ビジョン」において、2027年までにキャッシュレス決済比率を、現在
の約２割から4割に倍増させる計画の中、QRコード決済にまつわるセキュリティリスクの低減を
支援するサービスを開始。
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重要インフラ、工場やビル管理向けセキュリティリスクアセスメントサービスを開始
（2019.4.3）

株式会社テリロジーと共同で、重要インフラ、工場やビル管理の産業用制御システムに向けた「制
御システム・セキュリティリスクアセスメントサービス」の提供を開始いたしました。

テリロジーが販売するNozomi Networks Inc. 「Nozomi Networks」）の「SCADAguardian」を採用、AI
と機械学習を駆使し、Nozomi Networks独自のDPI（Deep Packet Inspection）技術によるリアルタイム
な産業用制御システムのネットワーク監視を行い、対象となる制御システムの資産・ネットワーク情報、脆弱性およ
び通信の挙動を可視化します。
その結果をBBSecの技術者が精査、解析等を実施するとともに、BBSec独自フレームワーク を用いて第三者の
立場から現在実施されているセキュリティ対策の有効性と網羅性をチェックしたうえで「情報セキュリティリスク 第三
者評価報告書」として報告いたします。同時にBBSecが設立以来蓄積してきたセキュリティ知見に基づく「対策ロ
ードマップ」も提出します。
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統合型リゾート（IR）におけるセキュリティ運用事業の展開準備開始
（2019.6.17）

米国Table Trac, Inc.(本社：ミネソタ州、President & CEO: Chad B. Hoehne、以下
「TT社」)と、TT社が独自に開発したIT管理システム（Casino Management System 以
下、「CMS」）に対する日本国内独占使用許諾権契約を締結しました。本CMSへの独占使用許
諾権が付与されるのは、当社が世界初となります。

今後、セキュリティ面を核として、同システムを日本の法律要件に
適合するよう機能改良すると共に、関係機関とのデータ連携が
可能となるよう生体認証機能及び全般的なデータセキュリティ
確保など追加開発を行なってまいります。

新たに改修したCMSが「日本のデファクト・スタンダードCMS」の
地位を確保し、日本におけるIR事業が世界で最も安全で堅牢に
運用されることを目指して参ります。

TT社からのリリース→
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（2019年7月末現在）

会社名

株式会社ブロードバンドセキュリティ (略称：BBSec)
BroadBand Security, Inc.

本社所在地

東京都新宿区西新宿8-5-1 
野村不動産西新宿共同ビル4F (〒160-0023)

URL

https://www.bbsec.co.jp/

設立

2000年11月30日

資本金

2億8,169万円

決算期

6月

株式公開情報

市場：東京証券取引所 JASDAQスタンダード市場
上場日：2018年9月26日
株式コード：4398

従業員数

200名

代表者

代表取締役社長 持塚 朗

事業内容

1. セキュリティ監査・コンサルティングサービス
2. 脆弱性診断サービス
3. 情報漏洩IT対策サービス

事業所

国内：天王洲オフィス、大阪支店、名古屋支店
海外：韓国支店
オペレーションセンター：１拠点 (東京都内)

会社概要
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会社沿革

2000
会社設立

2005
セキュリティ
サービス開始

2009
セキュリティ
特化

2012
グローバル化

2016
統合

サービス化

2018
公開企業化

初のセキュリティサービス
「セキュアメールASP
サービス」を開始
-----------------------

2006年5月
㈱ブロードバンドセキュリティに
社名変更

2006年10月
ソースコード診断サービス提供
開始

2007年1月
「SQAT」情報システム品質
分析サービスを提供開始

2008年5月
PCI DSSの認定審査機関
「QSAC」認定取得

国内ブロードバンド網の
相互接続インフラを
提供すべく会社を設立
-----------------------

2000年11月
会社設立（社名：㈱ブロー
ドバンドエクスチェンジ）

2004年10月
合併によりネットワーク監視事
業を追加

2004年10月
大阪支店設立

国内企業の海外展開支援
をするために、韓国支店
オープン
-----------------------

2012年3月
韓国営業所（現韓国支
店）設立

2013年3月
デジタルフォレンジック事業開
始

2013年10月
モダンマルウェア検知サービス
「MARS」を提供開始

2015年5月
PCI DSS準拠支援サービス
のグローバル対応本格展開

サービスを再整理し、
セキュリティ事業に特化

-----------------------

2009年1月
デイリー脆弱性診断サービを
提供開始

2009年2月
BEXサービスを事業譲渡

2009年4月
セキュリティオペレーションセン
ター開設

2009年4月
「PCI DSS準拠支援サービ
ス」を提供開始

お客様の基幹に触れる
事業者としての責任を
果たすべく、株式公開
-----------------------

2018年5月
PCI 3DS準拠支援コンサル
ティング・審査サービスを開始

2018年9月
東京証券取引所JASDAQ
市場への新規上場

2018年12月
ポータルサイトでの
PCI DSS準拠支援サービ
スを開始

サービス提供範囲をITのみ
から組織全体へと拡大

-----------------------

2016年5月
PCI DSSオンサイト評価サー
ビスを米国、ヨーロッパに拡大

2016年8月
PCI DSSのP2PE認定審査
機関「QSA（P2PE)」取得

2017年5月
インターネット分離サービス提
供開始

2017年10月
パブリッククラウド向けセキュリ
ティ診断サービスを開始
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セキュリティ対策の
現状調査・可視化
企画・検討

セキュリティ対策の
導入・運用

ブロードバンドセキュリティ（BBSec）とは

セキュリティ対策の可視化から運用までをトータルに支援する、セキュリティサービスプロバイダー

常にお客様に
寄り添い
現状の可視化から
日々の運用までの
ライフサイクルを

トータルに支援

セキュリティ監査・
コンサルティングサービス

 セキュリティ・アドバイザリ
 リスクアセスメント
 ウィルス感染チェック
 CSIRT 構築 / 運用支援
 セキュリティログ分析 / 活用支援
 PCI DSS準拠支援／オンサイト評価
 標的型攻撃メール訓練 他

脆弱性診断サービス

 WEB アプリケーション脆弱性診断
 ネットワーク脆弱性診断
 データベース診断
 スマホアプリ脆弱性診断
 パブリッククラウド向け脆弱性診断
 ソフトウェア品質自動分析診断
 WEB サイトコンテンツ改ざん検知 他

情報漏洩
IT対策サービス

 セキュアメール
 マネージドセキュリティ
 モダンマルウェア検知
 インターネット分離クラウド
 SIEM 運用 / 分析
 Splunk 自動遮断連携
 エンドポイントセキュリティ運用支援 他

※1 PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard ※2 CSIRT Computer Security Incident Response Team
※3  SIEM Security Information and Event Management
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情報漏洩IT対策サービス

たった一つのセキュリティパッチに対処しなかったため
に会社全体に大きな損害を与える。慎重かつ堅実
な継続的作業を求められるセキュリティ運用をセ
キュリティのプロフェッショナルが24時間・365日体
制で支援いたします。

脆弱性診断サービス

お客様システムに潜む脆弱性を検証するサービス
です。数多くの攻撃手法が出現し、より巧妙化す
る中、脆弱性診断は、新規開発時だけでなく、当
初脆弱性が存在しなかった運用中のアプリケーショ
ンにも定期的に実施すべきプログラムです。

• WEBサイトコンテンツ改ざん検知
• デイリー自動脆弱性診断

脆弱性診断保守

セキュリティ監査・コンサルティングサービス

お客様システムの可視化、課題抽出、課題解決
を目的とした、組織全体に対するセキュリティ支援
サービス。IT・組織双方を対象とした各種サービス
は、企業のセキュリティにおける盲点を発見し、実
現可能な解決策をご提示いたします。

• CSIRT 構築／運用支援
• セキュリティログ分析／活用支援

体制構築

• 脆弱性情報提供

情報提供

• PCI DSS準拠支援
• PCI DSSオンサイト評価
• 日々ログ
• Smart SAQ Online
• ISO27001認証取得支援
• プライバシーマーク取得支援

セキュリティ認証取得

サービス一覧

• セキュリティ・アドバイザリ
• リスクアセスメントサービス
• ウィルス感染チェック
• ネットワーク機器設定診断

可視化・課題解決

• WEBアプリケーション脆弱性診断
• パブリッククラウド向け脆弱性診断
• データベース診断
• ネットワーク脆弱性診断
• ソフトウェア品質分析診断
• スマホアプリ脆弱性診断
• SaaS型ソフトウェア品質自動分析診断

スポット型脆弱性診断

• セキュアメールホスティング
• セキュアメールゲートウェイ

セキュアメール

• 緊急対応サービス
• デジタルフォレンジック

緊急対応

• インターネット分離クラウド

インターネット分離

• マネージドセキュリティ
• WAF運用
• モダンマルウェア検知
• Splunk運用／分析
• Splunk自動遮断連携
• エンドポイントセキュリティ

セキュリティ運用支援

• 標的型攻撃メール訓練

教育
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当社の強み

当社が多くのお客様から選ばれるのには、理由があります。

信頼性

技術対応力ニュートラル

最適な改善策を提示するために
欠かせないベンダーニュートラル性

サービスご利用の高いリピート率が
示す高信頼性

経験、知識、情報網を核とした
最先端の技術対応力

ユーザーオリエンテッド

お客様個別のニーズやスピードに
お応えする柔軟な体制
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当社の強み

多彩なサービスメニューで顧客ニーズに対応

サービスジャンル サービス内容 当社 A社 B社 C社

セキュリティ監査・
コンサルティングサービス

PCI DSS準拠支援・オンサイト評価 ● ● ※１

セキュリティコンサルティング ● ● ● ●

脆弱性診断サービス

手動診断 ● ● ● ●

スマートフォンアプリ診断 ● ● ●

年間自動ツール診断 ● ●

情報漏洩IT対策サービス

セキュリティ機器マネージド ● ● ● ●

セキュアメール ● ※２

マルウエア検知 ● ● ●

標的型メール攻撃訓練 ● ● ●

ウイルス感染チェック ● ● ●

SIEM構築、運用支援 ● ● ●

デジタルフォレンジック ● ● ●

インターネット分離クラウド ● ※２ ※２ ※２

セキュリティソリューション販売 ※３ ● ● ●

※１ コンサルティングのみ
※２ 代理販売のみ
※３ 運用サービスに関連する場合のみ例外的に販売

◆網羅性の高いサービス内容

脆弱性
診断

情報漏洩
IT対策

監査・
コンサル

◆様々な切り口からサービスを展開

高度なノウハウ

先端の技術 高い継続性

サービス導入・展開例

①メール訓練サービス
↓

②セキュリティ・アドバイザリ
↓

③脆弱性診断、マルウエア検知導入
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高い技術対応力

セキュリティの公的資格をもつ技術者が多数在籍。
多角的にお客様のセキュリティ対策を検証・支援いたします。

QSA: Qualified Security Assessor
AQSA: Associate Qualified Security Assessor
QSA(P2PE): QSA (Point-to-Point Encryption)
3DS: 3-D Secure Assessor
認証機関:PCI Security Standards Council

SC: 情報処理安全確保支援士
認証機関:経済産業省

CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional
認証機関:International Information Systems Security 
Certification Consortium （(ISC)² ）

GCFA: Certified Forensic Analyst
GCIH: Certified Incident Handler
GCFE: Certified Forensic Examiner
認証機関:Global Information Assurance Certification

CISA: Certified Information Systems Auditor
CISM: Certified Information Security Manager
CGEIT: Certified in the Governance of Enterprise IT
CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control
認証機関:Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA)

2019年7月現在

15
CISAs

6
AQSAs

2
QSA
(P2PE) s

26
QSAs

2
3DSs

21
CISSPs

1
CGEIT

1
CRISK

8
CISMs

7
SCs

2
GCFAs

2
GCFEs

1
GCIH
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今後の戦略～自動化×人材による収益性向上

自動化×人材で更なる成長率の向上を目指す

エンジニアの好む働く場所・働き方を提供

地方拠点を拡充し
地元で働きたい地方学生を獲得

自動化 人材

診断の効率化による診断キャパシティの拡大
診断スピードの向上

AI活用による脆弱ページの特定速度向上

調
査

診
断
範
囲

確
定

診断必要性低

診断必要

診断範囲が
大幅減少

AI選定の診断範囲

エ
ン
ジ
ニ
ア

診
断

従来の診断範囲

SOC※の相関分析ルールのブラッシュアップと
AI活用による自動化促進

SOC自動化による作業効率化（AI活用含む）

顧客毎の
セキュリティ
デバイス

AA

XX BB
Aa BbB

Zz
収集ログ

SOC
AI及び相関分析ルール

による絞込

パターンA
パターンＢ

確認すべき
攻撃パターン

SOCオペレータ
によるチェック
範囲を大幅減少

リファラル採用の推進

当社社員

知人 当社

当社紹介

モチベーション向上

採用

インセン
ティブ

安心感 条件に合う人材
応募

社員の紹介での
入社が増加

SOC:Security Operation Center

秋田県と支店立地協定を締結済み
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今後の展望

多角的なセキュリティサービスの提供により
便利で安全なネットワーク社会を創出

コンサルティング
脆弱性診断
（フロー型ビジネス）

自動脆弱性診断
情報漏洩IT対策サービス
（ストック型ビジネス）

営業利益成長

売上高成長

売上高成長

ストック型ビジネスのベースに
フロー型ビジネスを積み上げ
売上高成長を超える利益成長を実現していく

24h/
365d
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