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　株主の皆様におかれましては、日ごろより格別の
ご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

　2018年3月期は当社グループにとっての大きな転
換期となりました。

　世界中で起きているパラダイムシフトの中で、我々
が社会に貢献しうる企業として存続し続けていくため
には、常に世界最先端の技術やサービス・製品等を
獲得し、新しいビジネスモデルを模索し、サービス・
製品等をお客様に適切な価格で提供していく必要が
あります。
　当社グループはこのような事業環境を踏まえ、
2017年6月に始動した新経営体制のもと、高い成長
の実現による株主価値の最大化を目指し、主にサイ
バーセキュリティ分野やマーケティング分野における
先行投資に対して経営資源の集中投下を行いました。 
　その主な取組みが、イスラエルのサイバーセキュ
リティ分野におけるリーディングカンパニーであるサ
イバージム社との新規共同事業となりますが、その
他にも画期的な技術を持つ次世代ガスセンサーメー
カー米国AerNos社に出資し、次世代技術への積極
投資を行いました。

　当社グループといたしましては、株主価値の最大
化を目指し、そして社会に貢献するため、最適なソ
リューションの提供に向け、技術進化（ビッグデー
タ・AI・IoT等）との連動性をさらに高め、新サービ
スの開発展開、業務提携・M＆Aを全力で推進して
まいります。

代表取締役社長　石原 紀彦
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経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益（単位：千円）（単位：千円） ■総資産額／■純資産額 （単位：千円）

売上高

営業利益 （単位：千円）

（単位：千円）

経営成績

　当連結会計年度（2017年４月１日～
2018年３月31日）におけるわが国経済
は、企業収益や雇用情勢の改善及び設
備投資の増加傾向が続き、景気は緩や
かな回復基調で推移しました。
　このような状況のなか、当社グルー
プは、「価値創造」の企業理念のもと、
積極的に事業拡大と企業価値最大化を
目指し、営業活動の強化、競合他社に
先駆けた新サービスの提供、ストック型
ビジネスの拡大、外部企業とのアライ
アンスの強化、グループ間連携の深化
等に取り組みました。
　また、当社グループは、2017年６月
に始動した新経営体制のもと、当連結
会計年度を中長期的な業績向上と企業
価値向上を実現するための先行投資期
間として位置付け、主にサイバーセキュ
リティ分野及びマーケティングリサーチ
分野における最先端の情報、技術力及
びノウハウ等の獲得を目指し、資本提
携、業務提携及びM＆A等の推進・模
索並びに市場調査等の先行投資を積極
的に実施し、これらの取り組みに経営資
源を重点配分しました。
　その具体的な取り組みとして、当社

は、サイバーセキュリティトレーニング
サービス等のサイバーセキュリティ分野
における共同事業を行うことについて、
イスラエルの同分野におけるリーディン
グ カ ン パ ニ ー で あ るCyberGym 
Control Ltd.社（以下、「サイバージ
ム」）との間で2017年11月９日付で基
本合意し、同12月22日付で独占的ライ
センス契約を締結しました。その後、
本共同事業のために2018年１月31日
付でサイバージムとの共同事業会社と
し て 米 国 に 当 社 子 会 社Strategic 
Cyber Holdings LLC（ 以 下、「SCH
社」）を設立し、各種サイバートレーニ
ングアリーナの運営準備やマーケティン
グ活動を共同で推進しました。この
SCH社の業績は、翌連結会計年度より
当社の連結業績に反映されることになり
ますが、当社グループにおける主要事
業会社として業績に寄与することを目指
しております。
　また、これに先立ち、2017年10月
に、当社は次世代ガスセンサーメーカー
である米国AerNos,Inc.社に対して、
同社技術の将来性を踏まえて投資を行
うとともに、重点戦略分野における同社

との連携を期待し出資しました。
　なお、当社グループは、前連結会計
年度において、経営資源の選択と集中
にかかる検討を慎重に重ねた結果、「住
宅関連事業」を営んでいた連結子会社
の全株式を売却し、2017年１月１日を
みなし売却日として同社を連結の範囲
から除外したことから、当連結会計年度
より「住宅関連事業」セグメントを廃止
しております。
　以上の結果、当連結会計年度の売上
高は1,008,551千円（前期比41.1％
減）、営業利益は15,038千円（前期比
39.9％減）、経常利益は19,935千円

（前期比14.0％減）となりました。
　また、親会社株主に帰属する当期純
利益は、関係会社株式売却益22,684
千円の計上、評価性引当額を計上して
いた繰延税金資産の回収及び回収可能
性の見直しによる繰延税金資産の計上
等 に よ り、42,909 千 円（ 前 期 比
538.2％増）となりました。
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トピックス　TOPICS

サイバージム（イスラエル、CyberGym Control Ltd.）との
サイバーセキュリティ分野における新規共同事業

　当社はサイバージムとの間で、重要インフラストラクチャーセクターの民間企業及び政府機関等に対してサイバー攻撃に対応するため
のトレーニング施設（コマーシャルアリーナ※1）を米国ニューヨーク州に開設すること、並びにサイバージム独自開発のサイバー環境を模
したトレーニング施設（ハイブリッドアリーナ※２）について米国及び日本で販売・サービス提供を行うこと等で合意し、2018年1月末にサ
イバージムとの共同事業体として米国子会社Strategic Cyber Holdings LLCを設立のうえ共同事業を開始いたしました。

向かって左端がサイバージムCEOのOfir Hason氏、右端が当社代表取締役社長の石原となります。
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　サイバー攻撃やサイバークライムは世界的規模で加速度的に拡大し、その被害も指数的な増加傾向にあります。グローバル市場にお
いて、サイバーセキュリティ全般の対応能力向上が各国企業及び政府の喫緊の課題であり、また、サイバー空間には国境がないため、
世界レベルでの情報収集と技術対応が求められております。
　サイバージムは、共同創設者であるCEOのOfir Hason氏とそのチームメンバーが長年培ったサイバー攻撃に対する防御の経験とその
知識、ノウハウ、対策スキルをベースとして設立された会社であり、同社はグローバル市場での豊富な経験に基づき、サイバー攻撃に対
処するための各種トレーニングを中心とした様々なサイバーセキュリティソリューションを提供しております。サイバージムは、すでにイス
ラエル、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに事業拠点を有しており、当社との連携による米国及び日本におけるサービス等の提供に
よって、グローバルスケールでのソリューション提供体制が構築されます。
　当社グループといたしましては、サイバーセキュリティの最大市場である米国ニューヨーク州に設置するコマーシャルアリーナにおける
トレーニングサービスの提供を足がかりとし、ハイブリッドアリーナの販売や日本及び米国の他の地域向けにトレーニングサービスを提供
し、展開を進めることで事業及び収益の拡大をはかります。なお、当社グループとサイバージムによるNYのコマーシャルアリーナは、多
業種向けのサービスを配備する最大規模のアリーナとなり、世界各地をつなぐサイバージムのWCWA※3における最重要拠点の一つとな
ります。
　また、日本市場は同分野においては未成熟であり、2020年に向けて市場の急激な成長を見込んでおります。当社グループは、当該
分野の成長可能性を踏まえ、サイバージムとの連携を深めることで付加価値の高いサイバーセキュリティソリューションの提供を可能とす
る体制構築を目指します。

※１　コマーシャルアリーナ
重要インフラストラクチャーの複数セクターを対象とするサイバーセキュリティトレーニングのフルパッケージサービスを提供する大型のトレーニング施設となります。
コマーシャルアリーナ内には、対象セクターに対応する模擬施設、ハードウェア及びソフトウェアなどが構築され、サイバーセキュリティのスペシャリストで構成され
る攻撃側のRED TEAMや防衛側をサポートするWHITE TEAMなどが配備されます。

※２　ハイブリッドアリーナ
特定顧客・特定セクターを対象とした小型のトレーニング施設であり、主に顧客の社内又は設備内に設置されます。なお、ハイブリッドアリーナ向けのサービス等
は、コマーシャルアリーナを通じて提供されます。

※３　WCWA（World Cyber Warfare Arena）
世界各地で展開しているサイバージムのトレーニングアリーナを連携させることで、グローバルなトレーニング提供を可能とし、世界的なサイバーセキュリティのナ
レッジネットワークを構築するものです。
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セグメント別事業概況（2017年4月1日から2018年3月31日まで）　SEGMENT OVERVIEW

Consulting

コンサルティング事業

情報セキュリティコンサルティング
サイバーセキュリティサービス

I T

IT事業

ITソリューションサービス

Marketing

マーケティング事業
マーケティングリサーチ
セールスプロモーション

広告代理

　情報セキュリティ規格（プライバシーマーク、ISO27001等）のコンサルティ
ングサービスについては、高付加価値サービスの提供、ストック型ビジネス及
びサービスラインの拡充等により、既存案件、新規案件ともに堅調に推移いた
しました。また、既存の事業基盤を活用したサイバーセキュリティ関連の新サー
ビスについても受注が拡大いたしました。

　マーケティングリサーチサービスについては、顧客ニーズ・調査手法の多様
化やビッグデータ・人工知能(AI)・IoT等の技術革新を受けて、サービスの付
加価値向上・差別化や技術革新への対応がより重要となってきております。こ
のような状況のなか、新規顧客の開拓と既存顧客からのリピート案件の確保に
注力するとともに、収益性や成長性の確保に向け、協業先の開拓及び事業基
盤の拡充を進めました。
　セールスプロモーションサービス及び広告代理サービスについては、長期的
なリレーション構築を前提とした営業戦略による既存顧客との良好な関係を背
景に、主に健康をテーマとした企画の提案力、蓄積したノウハウの活用及び顧
客ニーズへのきめ細かい対応によりサービスの付加価値を高め、大手スーパー
マーケットや大手食品メーカーからの受注拡大に注力いたしましたが、一部既
存顧客における販促予算削減の影響を受けました。

　企業収益の改善をベースとしてユーザーのIT投資需要は回復傾向が継続し
ております。その一方で、慢性的なエンジニア不足により、必要な要員の確保
が困難な状況も継続しております。このような状況のなか、引き続き当社グ
ループの中長期的な成長を確保するため、競争力・収益力の強化を目的とし
たグループ内のシステム開発や新サービス等にかかる開発支援向けに戦略的に
人的リソースを投入いたしました。
　なお、連結子会社であった株式会社ヴィオについて、当社保有株式の全てを
売却し、2018年１月１日をみなし売却日として同社を連結の範囲から除外いた
しました。当連結会計年度におけるＩＴ事業の売上高については、当社グループ
のなかで同社のみが計上したことから、同事業の売上高については当該みなし
売却時点までのものが計上されております。
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※１ 売上高は内部取引高を含んでおります。営業利益は、全社費用を控除する前の数値です。
※２ Strategic Cyber Holdings LLCの業績は2019年３月期より反映されます。
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連結財務諸表（要旨）　CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

連結貸借対照表 （単位：千円）

　科　　目 当連結会計年度
2018年3月31日

前連結会計年度
2017年3月31日

資産の部

流動資産 586,425 806,357

現金及び預金 409,647 570,466

受取手形及び売掛金 147,265 114,632

商品及び製品 47 68

仕掛品 2,164 1,624

原材料及び貯蔵品 387 271

繰延税金資産 10,506 1,271

営業外受取手形 － 112,490

その他 16,483 7,164

貸倒引当金 △75 △1,633

固定資産 375,851 104,503

有形固定資産 8,608 9,523

無形固定資産 63,890 63,969

投資その他の資産 303,352 31,011

資産合計 962,277 910,860

　科　　目 当連結会計年度
2018年3月31日

前連結会計年度
2017年3月31日

負債の部
流動負債 202,206 155,277

支払手形及び買掛金 59,073 55,743
短期借入金 50,000 －

未払金 15,474 13,201
未払費用 7,549 13,416
リース債務 724 704
未払法人税等 580 3,116
賞与引当金 19,510 2,950
ポイント引当金 10,871 17,504
前受金 26,469 18,502
その他 11,952 30,138

固定負債 45,815 42,692
リース債務 122 847
繰延税金負債 108 －

役員退職慰労引当金 15,750 15,750
退職給付に係る負債 29,768 25,643
その他 65 452

負債合計 248,021 197,970
純資産の部
株主資本 721,346 678,437

資本金 100,000 100,000
資本剰余金 511,374 511,374
利益剰余金 109,972 67,063

その他の包括利益累計額 △7,989 －

新株予約権 899 －

非支配株主持分 － 34,453
純資産合計 714,255 712,890
負債純資産合計 962,277 910,860
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科　　目
当連結会計年度

2017年4月  1日から
2018年3月31日まで

前連結会計年度
2016年4月  1日から
2017年3月31日まで

売上高 1,008,551 1,712,841
売上原価 603,125 1,206,765
売上総利益 405,426 506,076
販売費及び一般管理費 390,387 481,040

営業利益 15,038 25,035
営業外収益 5,050 4,227
営業外費用 153 6,087

経常利益 19,935 23,176
特別利益 22,698 －
特別損失 75 4,801

税金等調整前当期純利益 42,558 18,375
法人税、住民税及び事業税 1,085 6,179
法人税等調整額 △8,546 957

当期純利益 50,019 11,238
非支配株主に帰属する当期 
純利益 7,110 4,514

親会社株主に帰属する当期 
純利益 42,909 6,723

当連結会計年度
2017年4月1日から2018年3月31日まで

株主資本 その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

2017年４月１日残高 100,000 511,374 67,063 678,437 － － － 34,453 712,890
当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 42,909 42,909 42,909
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） △7,989 △7,989 899 △34,453 △41,544

当期変動額合計 － － 42,909 42,909 △7,989 △7,989 899 △34,453 1,365
2018年３月31日残高 100,000 511,374 109,972 721,346 △7,989 △7,989 899 － 714,255

科　　目
当連結会計年度

2017年4月  1日から
2018年3月31日まで

前連結会計年度
2016年4月  1日から
2017年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,516 △45,541
投資活動によるキャッシュ・フロー △195,448 △867
財務活動によるキャッシュ・フロー 50,145 85,979
現金及び現金同等物の増減額（減少額△） △160,819 39,570
現金及び現金同等物の期首残高 570,466 530,896
現金及び現金同等物の期末残高 409,647 570,466

科　　目
当連結会計年度

2017年4月  1日から
2018年3月31日まで

前連結会計年度
2016年4月  1日から
2017年3月31日まで

当期純利益 50,019 11,238
その他の包括利益 △7,989 －
包括利益 42,029 11,238
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 34,919 6,723
非支配株主に係る包括利益 7,110 4,514

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結包括利益計算書

（単位：千円）

（単位：千円）

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）

（単位：千円）
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次期の見通し　OUTLOOK FOR THE NEXT FISCAL YEAR

■ 次期の見通し
　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、情報セキュリティ分野において、各国企業・政府
のセキュリティ全般にかかる技術力・対応力向上が喫緊の課題となっております。そのなかでもサイ
バーアタック・サイバークライムは世界的規模で加速度的に拡大し、日本における被害も深刻化してい
ることから、特にサイバーセキュリティ分野について、市場の急激な拡大を見込んでおります。また、
サイバー空間には国境がないため、世界レベルでの情報収集と技術対応が求められております。
　マーケティング分野においても、ビックデータを背景とし、かつその解析手段としてAI等の活用が進
むなかで、新たな事業機会の可能性が顕在化してきており、情報収集及びデータマイニングにかかる
技術力、並びにクライアントへの提案力の強化の重要性が高まっております。
　このような事業機会を取り込み、当社グループの成長に結びつけるためには、既存事業強化のため
の追加リソース配分（人材確保、設備投資）のみでは不十分であり、特に資本・業務提携やM＆A等を
活用した最先端の情報、技術力及びノウハウの獲得並びに新規事業開発が不可欠と認識しております。
そのため、2019年3月期においても中長期的な業績の向上と企業価値の向上を目指し、引き続き積極
的な先行投資を行う方針です。
　2019年3月期の業績見通しは以下のとおりです。

2019年3月期 連結業績予想

売上高 営業利益 経常利益

72百万円～
△29百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

△12百万円～
△60百万円

1,387百万円～
1,254百万円

70百万円～
△31百万円
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会社概要・株式情報（2018年３月31日現在）　COMPANY PROFILE・STOCK INFORMATION

所有株数別所有者別

会社概要 株式の状況

株式分布状況

大株主 （上位10名）

商号 株式会社バルクホールディングス
英文社名 VLC HOLDINGS CO.,LTD.
設立 平成6年9月27日
資本金 1億円
従業員数 36名（連結ベース）
本社 〒103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町2-2-6

発行可能株式総数 25,288,000株
発行済株式の総数 7,494,000株
株主数 1,799名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
村松澄夫 1,210,000 16.1
西澤管財株式会社 1,000,000 13.3
株式会社ＭＨcapital 992,000 13.2
ＪＰ capital株式会社 900,000 12.0
西岡将基 240,000 3.2
株式会社 ＤＡＷＮ ＣＡＰＩＴＡＬ 120,200 1.6
中辻哲朗 100,000 1.3
有限会社アート緑化 74,900 1.0
細羽　強 70,000 0.9
幅　昭義 63,200 0.8

所有者別 持株数（株） 持株比率（％）
■個人その他 4,181,149 55.79
■その他の法人 3,171,200 42.32
■証券会社 138,351 1.85
■外国人 3,300 0.04

所有株数別 持株数（株） 持株比率（％）
■１百株未満 120 0.00
■１百株以上５千株未満 1,150,880 15.36
■５千株以上１万株未満 424,700 5.67
■１万株以上５万株未満 919,400 12.27
■５万株以上10万株未満 436,700 5.83
■10万株以上50万株未満 460,200 6.14
■50万株以上 4,102,000 54.74

子会社

http://www.vlcank.com/

役員 （2018年６月28日現在）

代表取締役社長 石原　紀彦
取締役 五十嵐　雅人
取締役 松田　孝裕
取締役 田中　翔一朗
取締役（社外）西澤　岳志
取締役（社外）平山　剛

常勤監査役（社外）奥山　琢磨
監査役（社外）清水　勝士
監査役 野口　基宏

http://www.mssweb.co.jp/

https://www.cybergym.com/cybertech/

株式会社マーケティング・システム・サービス

Strategic Cyber Holdings LLC
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株主メモ　STOCK INFORMATION

事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会
毎年6月

基準日
定時株主総会　毎年3月31日
期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日

株主名簿管理人及び特別口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（郵便物送付先）
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号

（電話照会先）
0120-782-031（フリーダイヤル）

（ホームページアドレス）
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

公告方法
電子公告の方法により行います。
公告掲載URL http://www.vlcholdings.com/
ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告を行うことが出来ない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

●株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、
上記の電話照会先にご連絡ください。

●特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、
株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設
いたしました。
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町２-２-６ 朝日生命須長ビル
Tel  03-5649-2500（代表）　  Fax  03-5649-2710　http://www.vlcholdings.com/

ホームページのご案内
当社の詳しい情報はホームページから
ご覧いただけます。
http://www.vlcholdings.com/


