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株主・投資家の皆様へ



デバッグ
対応

トラネル
株式会社

デバッグ
対応

株式会社
アイティエス

監視案件目視、サポート対応
クライアントの要望に応じた人材を派遣

誰もが安心・安全にインターネットを使える社会を目指します。

事業内容

ユーザー（インターネット利用者）ユーザー 広告主・代理店

1  ソーシャルサポート
監視・CS（カスタマーサポート）に加え、運用や分析などソー
シャルメディアでの多様なサービスの提供

2  ゲームサポート
ソーシャルゲームやオンラインゲーム運営企業向けに監視業
務、問い合わせ対応、ゲームマスター※などの業務を提供

3  アド・プロセス
インターネット広告などの広告審査業務だけでなく、広告枠管
理から入稿管理、広告ライティングなどのサービスの提供

イー・ガーディアン株式会社（当社）

※オンラインゲーム上においてユーザーのパトロールや誘導をおこなうサポートスタッフ

広告審査
広告入稿管理

投稿、各種問い合わせ、
ゲームイベント参加

機器の
利用

インターネット広告
掲載申請

監視案件目視
サポート対応

WEBアプリ
脆弱性診断

連結子会社 対応内容に応じた料金の支払

監視案件
目視サポート
対応

その他多数

800社を超える
運用実績 ・株式会社ネットマーケティング

・株式会社リクルートライフスタイル

・株式会社シーエー・モバイル
・ソフトバンク株式会社
・UUUM 株式会社

・株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・グリーアドバタイジング株式会社
・ネットイース社
・楽天株式会社

監視案件
目視サポート
対応

ソーシャルWEBサービス（ＳＮＳ、ブログ、ソーシャルゲームなど）電子機器 ポータルサイト、アフィリエイト

クライアント （メディアレップ）（メーカー）

代表取締役社長

高谷 康久

事業拡大 の一環として2017年７月に設立したE - G u a r d i a n  
Philippines Inc. は、海外インバウンド及びアウトバウンドの増加
を背景に、多言語カスタマーサポートの提供が増加し、通期黒字化
を達成しました。

Point 海外拠点の受注拡大が業績に寄与

ごあいさつ

実績ある運用サポートを基盤としつ
つ、脆弱性診断やデバッグとのワンス
トップサービスを強化して、より力強
い成長を追求してまいります。

今年になって仮想通貨のセキュリティ問題に焦点

があたり、金融庁が厳しい規制を設けました。これに

より、本人認証サービスや取引監視など、当社事業

のニーズが高まっております。当社グループの“We 

Guard All”という理念と事業への取り組みが、仮想

通貨の世界においてもその安全性を担保しているこ

との証左と言えます。日本におけるネットの安全性

は、ますます企業活動や市民生活にとり不可欠で重

要なものになり、当社グループの責任と存在価値も

それだけ大きくなってきています。皆様の一層のご

支援を賜りますように、お願いいたします。

業績ハイライト

売上高

5,902百万円

営業利益

1,039百万円

1,039
811

第20期
（17/9）

第21期
（18/9）

5,902
5,067

第20期
（17/9）

第21期
（18/9）

前期比	 16.5% 前期比	 28.1% 

1株当たり当期純利益

72.05円

親会社株主に帰属する
当期純利益

736百万円

72.05
56.57

第21期
（18/9）

第20期
（17/9）

736
572

第21期
（18/9）

第20期
（17/9）

前期比	 28.5% 

EG セキュア
ソリューションズ

株式会社
イー・ガーディアン東北

株式会社 E-Guardian Philippines Inc.

2018年10月付でEGヒューマンソリューションズ株式会社及びリアル・レピュテーション・リサーチ株式会社を当社が吸収合併しました。
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営会社が自社でおこなっていた対策をアウトソーシン
グするケースが増えており、その需要を着実に取り込
むことができました。

また、仮想通貨については様々な問題により規制が
厳格化されましたが、当社が提供しているサービスは、
業界のリスクを軽減する役割を果たしています。当社
はこれまで本人認証サービスを提供していましたが、
取引監視やカスタマーサポートの提供も開始しており、
今後、仮想通貨取引所が金融庁の規制をクリアして取
引が増大していけば、この分野での売上も着実に再浮
上していくものと考えています。

もう1つは、今注目が集まるe スポーツに関するも
ので、当社は4月にゲーミングルームを完備したゲー
ムサービスのハブ拠点である「大阪 GAMELABO」を
開設し、社内にe スポーツチームを結成しました。e ス
ポーツとは、エレクトロニック・スポーツの略で、複数
のプレイヤーがインターネット上で対戦するゲームの
中でも、スポーツ・競技としてのシステムが整えられ
ているものを指します。世界中で3億8,500万人もの
競技者がおり、2022年のアジア大会でも正式競技と
して採用されることが決まっていますが、日本ではま
だプレイヤーは390万人程度で、これから急成長する
と見られています。ここにハード面での先行投資をお
こないe スポーツチームを結成することで、e スポー

トップメッセージ特集

第21期業績の評価は？
期初の予想通り順調な業績となりました。売上につ

いてはほぼ目標通り、営業利益については10億円を
初めて超えて最高益を記録しました。

これらは、サービスをワンストップで提供するという
以前からの施策が、着実に成果をあげた結果であると
受け止めています。

新たな領域への展開
新たな領域では、特にC to C のフリーマーケット系

サイトに成長の勢いがあります。これまではサイト運

ツに詳しい人材の雇用・育成を進めつつ、e スポーツ
大会の運用に必要なノウハウ等を蓄積して、来るべき
この分野の日本での急成長を取り込んでいく体制を
先取り的に整えました。

海外展開
フィリピン・マニラの 拠 点 で ある E-Guardian 

Philippines Inc. が昨年11月に稼働し、第21期中に
予定通り単月黒字を達成。さらに、予想よりも早く単年
度黒字も達成することができ、業績に貢献しました。

同拠点の受注拡大の多くは、 当社に日本語でのサ
ポートを委託しているゲームメーカーから、「さらに多
言語サポートも」という発注が生まれたことによりま
す。これまでは日本語サポートは当社に、外国語サポー
トは他社に依頼していた各社が、イー・ガーディアン
品質で多言語サポートが受けられるなら、と当社に多
言語サポートも委託するケースが増えています。

RPAの活用
6月にRPA コンサルティングサービスの提供を新た

に開始しました。ネット広告の分野は毎日のアクセス
数をレポートするなどルーティン業務が多くあります。
これをコンサルティングを通じて自動化できるものは
自動化して当社のシステムを提供し、また人手が必要
な業務は人材派遣や業務委託などの支援もおこなえ
る体制を整えました。システムと人という両方の経営
資源を持つ当社の強みが発揮されていくと確信して
います。

サイバーセキュリティについて
4月に、これまでのパソコン用のウェブサイトに加え

て、スマートフォンアプリケーション脆弱性診断のサー
ビス提供を開始しました。スマホについてはパソコン
とは異なる技術が必要です。そのスキルを蓄積し人材
を確保してのサービス拡大で、顧客ニーズのさらなる
深耕が可能となりました。

今後の中長期的な展望について
当社は顧客企業のサイトやゲームの運用サポートか

らスタートしましたが、サービスをワンストップで提供
するために、M&A 等を通じてソフトとハードの両面で
の脆弱性診断やデバッグへと事業を広げてきました。

今後はこれらのセキュリティ分野を強化し、ワンス
トップサービスの付加価値を高めてまいります。

また、E-Guardian Philippines Inc. を拠点とし、海
外展開をさらに推し進めます。

今後とも高い成長性を堅持しつつ、企業価値の最大
化を追求してまいりますので、投資家の皆様には今後
ともご支援いただきますようお願い申し上げます。

堅調な市場拡大を取り込み、人々の暮らしに欠かせない
総合ネットセキュリティ企業としての成長を目指します。

高谷 康久
代表取締役社長
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会社概要 株式情報（2018年9月30日現在） （2018年9月30日現在）トピックス

発行可能株式総数 32,400,000 株
発行済株式の総数［うち自己株式 61,482 株］ 10,405,800 株
株主数 10,627 名

商 号 イー・ガーディアン株式会社　E–Guardian Inc．
代 表 者 名 代表取締役社長　高谷 康久
設 立 1998（平成10）年5月
資 本 金 36,428万円
従 業 員 数 連結1,241名（うち契約社員数916 名）
本 社 〒106-0045

東京都港区麻布十番 1-2-3 プラスアストルビル 4F
TEL：03-5575-2561　FAX：03-5575-0621

センター所在地 ■ 東京センター
〒169-0074
東京都新宿区北新宿２-21-1  新宿フロントタワー28F
TEL：03-6770-2192　FAX：03-6770-2193

■ 立川センター
〒190-0012
東京都立川市曙町 2-34-7 ファーレイーストビル 6F
TEL：042-847-3300　FAX：042-847-3301

■ 大阪センター
〒 530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル 7F
TEL：06-6346-6080　FAX：06-6346-6180

■ 大阪 GAMELABO
〒 530-0001
大阪府大阪市北区梅田 2-4-13 阪神産経桜橋ビル 4F
TEL：06-4400-1030　FAX：06-6341-5282

■ 宮崎センター
〒 880-0805
宮崎県宮崎市橘通東 4-1-2 宮崎野村證券ビル 7F
TEL：0985-42-7900　FAX：0985-42-7901

■ 熊本センター
〒 860-0863 
熊本県熊本市中央区坪井2-2-35 熊電プラザビル1F
TEL：096-341-2525　FAX：096-341-2526

関 連 会 社 ■ イー・ガーディアン東北株式会社
■ EG セキュアソリューションズ株式会社
■ トラネル株式会社
■ 株式会社アイティエス
■ E-Guardian Philippines Inc.

事 業 内 容 ■ ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング
■ リアルタイム投稿監視業務
■ ユーザーサポート業務
■ オンラインゲームカスタマーサポート業務
■ コンプライアンス対策・風評・トレンド調査業務
■ コミュニティサイト企画・サイト運営代行業務・
　 広告審査代行サービス業務
■ 人材派遣業務
■ デバッグ業務
■ サイバーセキュリティ関連業務

所有者別株式数の分布状況

株式の状況

0.59%

株主名 持株数（株）持株比率（％）

高谷 康久 791,752 7.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口９） 576,000 5.57

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

545,900 5.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

255,200 2.47

野村信託銀行株式会社（ 投信口） 234,600 2.27

クレディ・スイス証券株式会社 197,980 1.91

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 187,300 1.81

チェースマンハッタンバンクジーティーエス
クライアンツアカウントエスクロウ 183,090 1.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口５） 175,500 1.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口2） 156,600 1.51

大株主（上位10	名）

自己名義株式

2.73%
その他国内法人

26.01%
金融機関

（注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２．持株比率は小数点第２位未満を四捨五入して表示しております。
３．自己株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式（146,701株）は含まれておりません。

58.47%
個人

4.59%
外国人

7.61%
証券会社

2018年４月にゲーム関連のサービスに特化した専門
施設である大阪GAMELABOを開設いたしました。

現在ではＶＲやＡＲ、e スポーツなどゲーム自体の種類が
多岐にわたり、さらなる専門性が求められております。大
阪GAMELABOはゲームに精通した人員のみで構成さ
れており、ゲーム関連サービスのハブ拠点としての役割を
担っております。

また、e スポーツチーム「e-Guardians（イー・ガーディア
ンズ）」の練習拠点とし、選手をサポートする環境づくりに
努めるなど、新たな働き方を発信してまいります。

大阪GAMELABOを開設1

子会社のＥＧセキュアソリューションズ株式会社は、IoT
セキュリティコンサルティングサービスの提供を開始いたし
ました。

現在、あらゆる分野の「モノ」がインターネットにつなが
るIoT（Internet of Things）は多くの分野で利用されて
おり、IoTデバイスは2020年に300億台まで増加すると
予測されています。一方で、IoTデバイスを標的にしたサイ
バー攻撃は増加傾向にあります。

このような環境の下、ＥＧセキュアソリューションズ株式
会社はIoTシステムを企画・構築する上での要件定義や
設計を支援するとともに、IoTシステムを構築するIoT デ
バイス、アプリケーション、ネットワーク等に対して脆弱性の

有無を診断し、対策のアドバイスをおこないます。

IoTセキュリティコンサルティングサービス提供開始2
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〒106-0045
東京都港区麻布十番 1-2-3 プラスアストルビル 4F
TEL:03-6685-2564　FAX:03-5575-0621

イー・ガーディアン株式会社
https://www.e-guardian.co.jp/

株主メモホームページのご紹介
事業年度 毎年10月1日から翌年9月30日まで

定時株主総会 毎年12月に開催

株主名簿管理人
〒100-8233 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

同事務取扱所
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL：0120-782-031（フリーダイヤル）

公告方法
電子公告とする。
やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行う。

ホームページでも様々な情報をご覧いただけます。

電子公告掲載 URL
http://www.pronexus.co.jp/koukoku/6050/6050.html

トップページ

https://www.e-guardian.co.jp/

株主・投資家情報

https://www.e-guardian.co.jp/ir/

コラム Column 「シェアリングエコノミー本人認証サービス」を開始

現在、物・サービス・場所などを多くの人と共有して利用する新しい経済の動き「シェアリングエコノ
ミー」が広がっている。拡大の背景には、ソーシャルメディアやスマートフォンの普及が挙げられ、ライド
シェア・フリマアプリ・民泊など、インターネットを介して貸借や売買などが誰でも気軽におこなえる時
代が到来し、市場は拡大している。一方で、「シェアリングエコノミー」では顔の見えない個人間での取
引が発生するため、信頼性の担保が課題となっている。

当社では、シェアリングサービス向けに本人認証をおこなう「シェアリングエコノミー本人認証サービ
ス」を開始。本人認証に必要な業務を24時間365日体制で実施する。運営事業者の本人認証対応に係
るリソース確保や削減に貢献するとともに、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生
活をより便利に、豊かにするサービスの開発に尽力していく。




