
平成 19 年６月 26 日 

各 位 

会 社 名 株式会社 UBIC 
代表者名 代表取締役社長 守本 正宏 

（コード番号 2158 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 戸越 一成 

（TEL ．0354636344） 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

当社は、本日、平成 19 年６月 26 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、なお 

一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

以 上
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平成 19 年３月期 決算短信（非連結） 平成19年６月 26日 

上 場 会 社 名 株式会社ＵＢＩＣ 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 2158 （ＵＲＬ http://www.ubic.co.jp ） 
代 表 者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 守本 正宏 
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 戸越 一成 ＴＥＬ (03)5463－6344 
定時株主総会開催予定日 平成 19年６月 27日 
有価証券届出書提出予定日 平成 19年６月 28日 

１. 平成 19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月 31日） （百万円未満切捨て） 
(1)経営成績 （％表示は対前期増減率） 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19 年３月期 481 152.2 146 － 144 － 132 － 

18 年３月期 190 － △58 － △59 － △59 － 

１株当たり当期 
純利益 

潜在株式調整後１ 
株当たり当期純利 
益 

自己資本当期純 
利益率 

総資産経常利益 
率 

売上高営業利益 
率 

円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
19 年３月期 306   03 － 73.8 44.6 30.4 

18 年３月期 △191   00 － △85.7 △32.5 △30.5 
（参考）持分法投資損益 19 年３月期 － 百万円 18年３月期 － 百万円 
(2)財政状態 

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭 
19 年３月期 438 275 62.9 582     58 

18 年３月期 211 83 39.4 206     53 
（参考）自己資本 19 年３月期 275 百万円 18 年３月期 83 百万円 
(3)キャッシュ･フローの状況 

営業活動による 
キャッシュ･フロー 

投資活動による 
キャッシュ･フロー 

財務活動による 
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物期末 
残高 

百万円 百万円 百万円 百万円 
19 年３月期 115 △27 79 203 

18 年３月期 △113 △55 78 35 
２. 配当の状況 

１株当たり配当金（円） 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 純資産配当 
率 

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18 年３月期 － － 0 00 － － － 
19 年３月期（実績） － － 0 00 － － － 

20 年３月期（予想） － － 0 00 － － － 
３．平成 20年 3月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、 通期は対前期、 中間期は対前年中間期増減率） 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当期純 
利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

中間期 304 63.7 40 56.0 22 △11.9 13 △46.9 25 73 

通 期 824 71.3 251 71.4 232 60.9 139 5.6 262 56 

４．その他 
（1）重要な会計方針の変更 

① 会計基準の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更 無 

（注）詳細は 26ページ「会計処理の変更」をご覧下さい。 
（2）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数 19 年３月期 473,000 株 18 年３月期 403,000 株 
② 期末自己株式数 19 年３月期 ― 株 18 年３月期 ― 株 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

（財）財務会計機構会員
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※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
①本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断す 

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 業績予想の前提とな 
る仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する 
分析」をご覧ください。 

②平成 20年３月期中間期及び通期予想の１株当り当期純利益は、公募予定株式数（59,000 株）を含めた期末予定発行株 
式数 532,000株より算出しており、潜在株式は考慮しておりません。
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

（当事業年度の業績の概況） 

当事業年度におけるわが国の経済は、原油価格高騰など一部に景気阻害要因が見られたものの、企業収益の向上、 

設備投資の拡大、雇用情勢の改善、個人消費の緩やかな増加等により、前期に引き続き好調に推移いたしました。 

当社を取巻く経営環境にも変化が見られます。 

・ 大手企業を中心に金融商品取引法（通称：J-SOX 法）に対応するため、コンプライアンスへの関心が高まり、 

また内部統制システム構築への取組みが急がれております。 

・ 平成 18 年 12 月に連邦民事訴訟規則（以下 FRCP という。）の改正により、米国に進出している日本企業にとっ 

ては米国における訴訟、特に特許訴訟やＰＬ訴訟において電子データの証拠開示が必須となりました。 

以上のことから、当社の主要業務とするフォレンジック調査サービス及びディスカバリ（証拠開示）支援サービス 

に対する需要は急速に高まり、その傾向はさらに拡大しております。 

かかる事情をふまえ、 当社は業務の中心をフォレンジックツールの販売からコンピュータフォレンジックサービス、 

特にディスカバリ（証拠開示）支援サービスにシフトさせ、米国の法令等改正にいち早く対応することにより、米国 

に進出する日本企業の訴訟を支援するとともに、収益向上に向けた施策を積極的に進めてまいりました。 

この結果、 当事業年度の当社の業績につきましては、 売上高 481 百万円 （前期比 152.2％増）、 営業利益 146百万円、 

経常利益 144百万円、当期純利益 132 百万円と前期実績を大幅に上回る業績を達成することができました。 

（注）前期は営業損失、経常損失、当期純損失を計上しているため、売上高以外の項目につきましては、前事業年 

度との比較を省略させていただきました。 

各事業部門別の業績は次のとおりであります。 

① コンピュータフォレンジックサービス事業 

コンピュータフォレンジックサービス事業は、（イ）ディスカバリ（証拠開示）支援サービスと（ロ）コンピュー 

タフォレンジック調査サービスの２つのサービスを提供しております。 

（イ）ディスカバリ（証拠開示）支援サービス 

ディスカバリ（証拠開示）支援サービスに関しては、当社は日本におけるディスカバリ支援企業のパイオニアとし 

て早くから日本企業の国際訴訟における電子証拠開示作業を支援し併せてノウハウの蓄積を行ってまいりました。 

このディスカバリは従来書面にて行われていました。しかし、コンピュータの普及に伴いデータが電子化され、次 

第に電子データによる証拠開示が慣習化してきました。このような状況から、平成 18年 12 月１日に FRCP が改正に 

なり、 ディスカバリにおいて電子データの証拠開示が規則化され、 これまでディスカバリの際に慣習的に行われてき 

た電子証拠開示（e-Discovery）が、訴訟の最初の段階から要請されることとなり、FRCP改正以前は電子証拠開示の 

脅威を感じていなかった日本企業も対応に迫られることになりました。 しかしながら、 米国に進出している多くの日 

本企業は、 国際訴訟における電子証拠開示の経験やノウハウを持っておりません。そのため世界最高レベルの当社電 

子証拠開示支援サービスは国際社会で活動する日本企業にとって必要不可欠なものとなり、 その期待は非常に高まっ 

てきました。そして FRCP 改正以降は当社サービスを受ける企業が急激に増加いたしました。 

主要顧客としましては知的財産権訴訟やＰＬ訴訟に関わる大企業や外国法事務弁護士事務所であり、対応案件数、 

売上高共に急激な増加傾向にあります。 

（ロ）コンピュータフォレンジック調査サービス 

コンピュータフォレンジック調査サービスに関しては、某 IT 系企業の証券取引法違反事件以降、不正や情報漏え 

いの調査においてコンピュータ内部データを調査し、 法的に対応可能な証拠保全や鑑定書作成が迅速にできる当社の 

コンピュータフォレンジックサービスの受注が増加しております。 特に組織内部の人間による情報の持ち出しや横領 

行為に対して、 不正調査技術をベースにした当社のコンピュータフォレンジック技術が多くの案件の解決に寄与して 

おります。主要顧客はほとんどが社会的責任が高く、情報漏えいや粉飾決算などの不祥事に対し、速やかな説明責任 

を求められる上場企業となっております。 また、 そのような企業が問題発生時に最初に相談することが多いリスクコ
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ンサルティング会社や法律事務所を通じて当社サービスを依頼するケースも増加してきました。 

これらの結果、コンピュータフォレンジックサービス事業の売上高は前事業年度の実績を大きく上回り、316 百 

万円（前期比 591.7％増）となりました。 

② フォレンジックツール販売事業 

フォレンジックツール販売事業は、第３期から正式に採用をされた警察をはじめ、防衛など捜査機関が主要な顧 

客となっております。一方、インフラに関わる企業等が、コンピュータフォレンジックを利用した不正調査や情報 

漏えい調査の初期対応を独自で行うことの有効性を理解し、フォレンジックツールの導入を進めるケースもありま 

す。

しかしながら、ほとんどの企業は費用対効果から品質の高い当社のフォレンジック調査サービスを利用すること 

を選択しています。また、当社ツール販売先の大部分を占める官公庁の売上は国家予算に依存しております。 

この結果、フォレンジックツール販売事業の売上高は 139百万円（前期比 11.2％増）となりました。今後も引き 

続き市場の開拓に努めてまいります。 

③ フォレンジックトレーニング事業 

フォレンジックトレーニング事業は、フォレンジックツール販売事業と密接な関連があります。フォレンジック 

ツールを導入する顧客がトレーニングも受講することになりますので、警察・防衛などの捜査機関、フォレンジッ 

クツールを導入した企業が顧客となります。 

この結果、フォレンジックトレーニング事業の売上高は19百万円（前期比 6.9％増）となりました。 

④ その他 

その他に関しては、 コンサルティングやフォレンジックツールの保守契約からの収入による売上高が 5百万円 （前 

期比 568.6％増）となりました。 

（経営戦略の現状と次期の見通し） 

近年、企業内不祥事や企業間係争問題増加しており、企業のコンプライアンス（法令遵守）及びそれらの問題に関 

するアカウンタビリティ（説明責任）は、社会的信用および企業価値の観点から経営者の最重要課題となっておりま 

す。この課題を解決する手法の１つがコンピュータフォレンジックであり、UBIC は、コンピュータフォレンジック 

を通じてコンピュータの中に隠された「事実」を解明し、企業におけるさまざまな法的問題を解決することを社の使 

命であると考えております。 

日本には、コンピュータフォレンジック専業の企業は当社以外になく、また、コンピュータフォレンジックにおけ 

る日本語環境に対応し、かつ、日本人スタッフが充実したフォレンジック企業も当社以外にありません。コンピュー 

タフォレンジックを通じて企業のダウンサイドリスクを低減することにより、 社会的信用を守りかつ企業価値を高め 

ることに貢献できるフォレンジック企業は我々しかないという強い信念をもって活動に取り組んでまいりました。 

当社の事業は、コンピュータフォレンジックサービスとフォレンジックツール販売の２つに大別されます。第３期 

事業年度においては、 当社が独占輸入販売権をもつ米国ツール製造会社から仕入れたフォレンジックツール販売の割 

合が高い状態でありましたが、多くの企業は、費用対効果から当社の品質の高いコンピュータフォレンジックサービ 

スを利用することを選択しており、この期待に応えるべく、第４期事業年度においては、ディスカバリ（証拠開示） 

支援サービスや、 コンピュータフォレンジック調査サービスといったコンピュータフォレンジックサービスに重点を 

おいてまいりました。 

「 （1）経営成績に関する分析」に記載のとおり、当社事業の中でも特にコンピュータフォレンジックサービスに対 

する需要は高まり、ディスカバリ（証拠開示）支援サービスにおいては、前事業年度に比べ大幅な売上増を達成いた 

しました。主な要因としては、FRCP の改正により、米国での訴訟において電子データの証拠開示が必須となったこ 

と、そしてこの改正に先行していち早くディスカバリ（証拠開示）支援サービスの充実を図ってきたことが挙げられ 

ます。この電子証拠開示の定着と共に、米国に進出している大手日本企業を中心として、今後更なる需要の拡大が見 

込まれる状況となっております。
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今後は、東京証券取引所マザーズ上場で得た資金を元にコンピュータフォレンジックサービスに係る設備や人材の 

充実を図り、需要の増加に対応すると共に、コンピュータフォレンジックを通じて企業社会に貢献することにより、 

更なる利益率の向上、他社との差別化を図ってまいります。 

業績予想につきましては、決算短信表紙の「平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 

日） 」欄に記載しておりますが、その概要は次の通りであります。 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
百万円 百万円 百万円 百万円 

824（71.3%） 251（71.4%） 232（60.9%） 139（5.6%） 

※（ ）内は対前期増減率を表しております。 

なお、「次期の見通し」は現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日 

現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性 

があります。
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前期末比 226 百万円増加の 438 百万円となりました。これは主に現預金の増 

加 168 百万円、売上債権の増加 17 百万円、たな卸資産の増加 14 百万円、有形固定資産の増加 5 百万円、無形固定資 

産の増加９百万円等によるものであります。 

負債につきましては、前期末比 34 百万円増加の 162 百万円となりました。これは買掛金の減少 31 百万円、転換社 

債型新株予約権付社債の減少 30 百万円があったものの、短期借入金の増加が 50 百万円、未払法人税等 15 百万円、未 

払消費税等 12 百万円等が発生したためであります。 

純資産につきましては、前期末比 192 百万円増加の 275 百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付 

社債の転換及び増資による資本金及び資本準備金の増加 60 百万円、当期純利益 132 百万円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、投資活動によるキャッシュ・フロー減少が 
27 百万円あったものの、営業活動によるキャッシュ・フローの増加が 115 百万円、財務活動によるキャッシュ・フロ 

ーの増加が 79 百万円あり、前期末に比べ 168 百万円増加し、当事業年度末には、203 百万円となりました。当事業年 

度末におけるキャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、115 百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額が 17 百万円、たな卸資 

産の増加額が 14 百万円、仕入債務の減少額が 31 百万円あったものの、当事業年度に係る税引前当期純利益が 144 百 

万円になったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、27 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得 16 百万円、無形固定資産 

の取得 10 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、79 百万円となりました。これは主に短期借入金の増加 50 百万円、株式の発行によ 

る収入が 28 百万円によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

自己資本比率（％） 39.4 62.9 
時価ベースの自己資本比率（％） － － 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（％） 
－ 83.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 82.8 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）時価ベースの自己資本比率については、当社は平成 19 年３月 31 日現在非上場会社であり、株式時価総額が把 

握できないため、記載を省略しております。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

（注４）平成 18 年３月期に関しましては、キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、記載しておりません。
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、平成 18 年３月決算期末現在で未処理損失を計上（平成 18 年６月 29 日開催の定時株主総会に基づき、 

資本準備金を取り崩し一部解消）しており、配当は実施しておりません。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、中間配当につきましては「取 

締役会の決議により毎年９月 30 日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。こ 

れらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

株主の皆様への利益還元につきましては重要な経営課題と認識しており、財務基盤の強化と内部留保を厚くする 

ことでの企業価値向上という考えも念頭におきながら、経営成績及び財政状態を勘案しつつ、株主の皆様への利益 

配当を検討していくことを基本方針としております。 

なお、当社は利益を事業拡大のための資金に充てることにより強固な経営基盤を確立するため、当面は配当によ 

る利益還元を見送ることとさせていただきたく存じます。
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（4）事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお 

ります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の判断上、重要であると考 

えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではあり 

ますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、行われる必要が 

あると考えております。また、以下の記載は本株式への投資に関するリスクすべてを網羅するものではありませんの 

で、この点にご留意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したも 

のであります。 

１．事業環境に関する事項 

① コンピュータフォレンジックの市場環境について 

当社が提供するコンピュータフォレンジックに関連するサービスの中で、 主要なサービスであるディスカバリ （証 

拠開示）支援サービスにかかる市場は、①米国連邦民事訴訟規則の改正において電子データの証拠提出が規則化さ 

れたこと、②電子データの証拠開示に関しては紙媒体の証拠開示と比べ複雑であるため、第三者専門機関に依頼す 

ることが通例となり始めていること、などから 2008 年には米国において 3,000 億円を超える市場に成長すると予 

測されています（2006 年 Socha consulting より）。当社は、米国に拠点を置く日本企業を軸に、サービスを提供 

していることから、米国の市場の需要規模の拡大が予測通りでない場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性が 

あります。 

② 法的規制について 

当社はコンピュータフォレンジックに関連する事業を行っておりますが、現在のところ、当社が事業を展開する 

にあたり、法的な規制は受けておりません。 しかしながら、当社は米国における訴訟制度に基づくディスカバリ （証 

拠開示）支援サービスを行っており、今後、米国における訴訟関係の法律、法令が変更された場合、当社の事業及 

び経営成績に影響を与える可能性があります。また、日本国内において新たな規制法規が制定された場合に、当社 

の事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

③ 競合について 

現状、当社は日本におけるフォレンジック専業企業の草分けとして、ノウハウや実績において他社を先行してい 

ると思われ、その差を更に広げるべく努力しております。端末に対するコンピュータフォレンジック事業を行って 

いる企業は、現在、日本国内においては多くありませんが、今後はコンピュータフォレンジックが認知され、業界 

の市場規模が拡大することにより日本国内企業の新規参入や、コンピュータフォレンジック先進国である米国をは 

じめとする海外企業が日本へ進出してくる可能性があります。しかしながら、他社がノウハウを蓄積し、それに対 

し当社が差別化を図れなかった場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

④ 技術革新について 

当社は、コンピュータのユーザーとして常に米国フォレンジックツール開発ベンダーとの情報共有を密にし、コン 

ピュータ技術の動向を注視しています。しかしながら、コンピュータの技術革新に対して、当社の扱うフォレンジッ 

クツール及び当社の技術ノウハウが適用できない場合、サービスの提供に影響を及ぼす可能性があり、当社の事業及 

び経営成績に影響を与える可能性があります。
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⑤ 事業所の一極集中について 

当社は東京都港区１箇所に本社機能及び事業所（フォレンジック専用ルーム「フォレンジックラボ」を含む）を 

構えております。このため、地震、落雷、風水害その他自然災害等の発生により、本社機能及び事業所の両方が同 

時に災害等を被った場合には、コンピュータフォレンジックサービスを停止せざるを得ない恐れがあり、当社の事 

業及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

２．事業特性に関する事項 

① 情報の管理について 

当社の事業では、コンピュータフォレンジックという事業の特性上、コンピュータの調査の際に顧客企業の重要 

な情報を保有することとなるため、 高度な情報の管理が求められています。 そのため、 フォレンジック専用ルーム(フ 

ォレンジックラボ)を設置し、指紋認証や入室申請書による入室管理の徹底、耐火金庫による調査データの保管、外 

部と隔絶されたネットワークの構築等により安全な作業環境を確保しております。また、当社では、コンピュータ 

システム上のセキュリティを強化し、情報資産管理細則を定めて運用するなどして情報保護のための社内体制を整 

備するとともに、当社サイト上に個人情報保護ポリシーを掲示して当社の取り組みを明示しております。また当社 

の全ての従業員との間においては個人情報を含む機密情報に係る契約を締結しており、さらに退職後も個別に同契 

約を締結して、個人情報を含む機密情報の漏えいの未然防止に努めております。 

さらに、当社は、 個人情報をも含めた重要な業務管理情報について ID及びパスワードによって管理すると共にイ 

ンターネットを通じた外部からのアクセスによる情報流出の防止策を採用しております。 

しかしながら、なんらかの事情により今後、情報の流出による問題が発生した場合、当社への損害賠償請求や信 

用の低下等により、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

② 小規模組織であることについて 

当社は、平成 19年３月31日現在、取締役４名、監査役３名、従業員 19名と小規模組織で事業展開しており、内 

部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。今後は事業拡大と共に人材の育成・増強と内部管理 

体制の一層の充実を図る予定であります。 

しかしながら、人材の育成・増強及び管理面の強化が予定どおり進まなかった場合、又は人材が社外に流出した 

場合には、当社の組織的な業務運営に支障が生じ、当社の事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

③ 人材の確保について 

当社では、今後の業容拡大及び顧客ニーズの多様化に対応するべく、優秀な人材を引き続き確保することが事業 

のさらなる成長には必要であり、コンピュータフォレンジックに関する技術者の確保・育成を最重要課題としてお 

ります。そのため、継続的かつ積極的な採用活動を行うと共に、社員教育体制の整備を進め、人材の定着を図るよ 

う努めてまいります。 

しかしながら、優秀な人材の確保が予定どおり進まなかった場合、また既存の主要な人材が社外に流出した場合 

には、当社の経営活動に支障が生じ、当社の事業及び当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

④ 業績の推移について 

当社は、事業領域をコンピュータフォレンジックに特化した比較的新しい事業を行っており、また、設立は平成 

15 年８月と業歴が浅く、期間比較を行うための十分な数値が得られていません。従って、過年度の経営成績だけで 

は今後の当社の業績を判断する材料として不十分な面があると考えられます。 

なお、第２期におきまして、決算期の変更をしております。 

最近４事業年度の経営成績の概要を記載すると以下のとおりです。
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回次 第１期 第２期 第３期 第４期 

決算年月 平成 16 年７月 平成 17 年３月 平成 18 年３月 平成 19 年 3 月 

売上高(千円) 2,650 7,931 190,933 481,580 

経常利益又は経常損失（△） 

(千円) 

△15,557 △43,168 △59,665 144,657 

当期純利益又は当期純損失（△） 

(千円) 

△15,557 △42,754 △59,955 132,325 

純資産額（千円） 3,942 56,688 83,232 275,558 

総資産額（千円） 46,504 155,895 211,228 438,157 

（注）第１期の売上高においては、消費税等が含まれております。第２期以降の売上高には消費税等は含まれており 

ません。 

⑤ 代表取締役社長守本正宏への依存について 

当社の代表取締役社長である守本正宏は、当社の設立以来、経営方針や戦略の決定を始め、事業開発及びその遂 

行においてきわめて重要な役割を果たしております。当社では、役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を 

図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社の業務を継続 

することが困難になった場合、当社の事業及び当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 業績の季節変動について 

当社の事業であるコンピュータフォレンジックは、情報漏えいや内部不正などの問題が生じた際に、顧客から提 

供されたパソコン等を調査・解析するサービスであり、特にフォレンジックツールの販売やフォレンジックトレー 

ニングはその性質上、主に警察関係や防衛省を中心とした官公庁に対する販売が中心となっております。官公庁に 

おいては、各投資については年度予算化されているため、これらのサービスにおきましては、官公庁の会計年度中 

間期（９月）及び会計年度末（３月）に売上が集中する傾向が見られます。しかしながら、現時点においては、当 

社が設立後間もなく、成長過程にあり、さらにフォレンジックサービスの売上が増加していることもあり、当該季 

節変動が業績の変動として数字に現れる状況にありません。 

⑦ 経営上の重要な契約及び特定の仕入先への依存について 

当社が販売、サービスに使用しているフォレンジックツールは、米国フォレンジックツール開発会社である米国 

Intelligent Computer Solutions 社（以下 ICS 社という。）、米国 Access Data 社（以下 AD社という。）及び Digital 

Intelligence 社（以下 DI社という。）３社からの日本での独占輸入販売権に基づき、仕入れております。 

また当社は、フォレンジックツール販売に係るフォレンジックツールの仕入れのほぼすべてを上記３社から行っ 

ており、依存度が高くなっております。ICS 社、AD社、DI社の３社とは取引開始以来、良好な関係を継続しており 

今後も同取引を継続・拡大していく方針でありますが、自然災害や不測の事態等により、これらの仕入先から安定 

的な商品供給が受けられなくなり、かつ、速やかに代替先を確保することができなかった場合、当社の業績に影響 

を与える可能性があります。 

現在、当該独占輸入販売権は３年又は１年で自動更新する契約となっております。今後も当該販売権は自動更新 

される予定ではありますが、更新されない場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
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⑧ 為替相場の変動について 

当社のフォレンジックツールの仕入は、すべて米国企業からの輸入により行っており、今後も米国からの輸入に 

際しては、外貨建（米ドル）の取引を継続する予定です。そのため為替レートが急激に変動した場合、仕入原価の 

上昇や為替差損の発生により当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

３．その他 

新株予約権の行使による株式の希薄化について 

当社は、旧商法 280 条ノ 20 及び旧商法 280 条ノ 21 の規定に従って、平成 17 年１月 12 日、平成 17 年 12 月 20 

日開催の臨時株主総会決議に基づき、当社役員及び従業員に対し、インセンティブを目的とした新株予約権を付与 

しております。平成 19 年３月 31日現在、これらの新株予約権等による潜在株式数は、株式会社フォーカスシステ 

ムズが所有する潜在株式と合わせ 76,800 株であり、公募増資前の発行済株式総数 473,000 株の 16.24%に相当して 

おります。 これらの新株予約権が権利行使された場合、 新株式が発行され株式価値が希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況 

該当事項はございません。
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３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

UBIC はわが国におけるコンピュータフォレンジックに関するテクノロジーリーダー及びオピニオンリーダーとし 

て、世界最高水準の技術とノウハウで、訴訟時の電子情報および書類の解析・処理における One Stop Solution をお 

客様に提供いたします。 

UBIC はコンピュータフォレンジックを通じて企業コンプライアンスを支援することにより社会的信用を確保し、訴 

訟対策支援により不当な訴訟提起や知的財産の流出などを抑止いたします。このように企業における危機管理体制を 

構築し、正常な企業活動を確保いたします。そして、ダウンサイドリスクを低減することにより、社会的信用を守り 

かつ企業価値を高めることに貢献いたします。 

なお、コンピューターフォレンジック事業を行う当社にとって、「企業の社会的責任（CSR）」を果たすことは、社の 

基本理念である「我々は絶対に不正を許さない。不正を行う者を野放しにしない。我々は断固として不正と戦う」こ 

とであると考えております。このためには、以下の３点を基本方針とします。 

①コンピュータフォレンジックのリーディングカンパニーとしての地位確立 

②コンピュータフォレンジックを中心とした「総合リーガルサービス」企業の確立 

③コンピュータフォレンジックがリードするデジタル法治国家システムの構築 

当社では、顧客、株主等の負託に応え、社会とのつながりを大切にしながら、質の高い価値ある商品、サービスの 

提供に努めるとともに、コンプライアンスや内部統制を重視した透明性の高い経営を推進すべく努めております。 
“SAFE HARBOR for your Company” 

UBIC はリスクと戦う企業のための“SAFE HARBOR”を目指します。 

（2）目標とする経営指標 

当社は、 成長性及び収益性の指標として、 売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と考えております。 

コンピュータフォレンジックは比較的新しい分野であり、現在の需要は膨大な潜在需要の一部分であると当社では 

分析しております。よって、これらの潜在需要を種々の広報活動により顕在化させ、リーディングカンパニーとして 

高いシェアを保ちつつ、 更に付加価値の高いサービスを提供することにより、 成長性及び収益性の強化を目指します。 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社では、継続して成長し続けるために、以下の課題に取り組んでいきます。 

① コンピュータフォレンジック能力の向上 

さまざまなデジタルメディアに対するコンピュータフォレンジック技術とキャパシティの向上を目指し、コンピ 

ュータフォレンジック専用設備の増強、解析処理専用ハードウェア及びソフトウェアの開発、そして人員の増強を 

いたします。 

② コンピュータフォレンジック以外の訴訟支援対応能力 

当社の主要な業務として、訴訟支援のためにコンピュータフォレンジックの技術を利用したディスカバリ（証拠 

開示）支援サービスがあります。しかし、企業の抱えるさまざまな問題を解決するためには、コンピュータフォレ 

ンジックだけでは十分ではなく、法律の問題や、書類・物品・人物などの調査・解析能力が必要になります。その 

ため、大手の法律事務所やリスクコンサルティング企業との協業を進めていき、幅広い支援を行うことができるよ 

うな体制作りに努めます。 

③ コンピュータ以外のフォレンジック能力の保持 

同様に企業の抱えるさまざまな問題を解決するためには、デジタルだけではなくさまざまな情報の解析能力も必 

要になります。当面、音声とビデオ映像に関するフォレンジック（オーディオフォレンジック・ビデオフォレンジ 

ック）技術の保持に努めてまいります。
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（4）会社の対処すべき課題 

現在当社は、コンピュータフォレンジックに関する事業を中心に事業展開を進めておりますが、コンピュータフォ 

レンジックのリーディングカンパニーとしての地位を確立するためには、次の項目を今後の課題として取り組んでお 

ります。 

① コンピュータフォレンジックの周知に関する活動強化について 

平成 17 年４月に施行された個人情報の保護に関する法律や平成 20 年施行予定の金融商品取引法（通称：J-SOX 

法）等により、企業においてコンプライアンスへの関心が高まっております。一部の大企業においてはコンピュー 

タフォレンジックの導入によって、内部情報漏えいや電子データを介した内部不正を行った者は摘発できることを 

従業員に周知し、不正の抑止を図る等の事例も見られます。このようにコンピュータフォレンジックはコンプライ 

アンスに有効であることが認識されつつありますが、コンピュータフォレンジックという言葉自体がまだ一般的で 

なく、またコンピュータフォレンジックが企業のコンプライアンス上有効であるという認識もまだ十分ではありま 

せん。 

そのため、 コンピュータフォレンジックに関するセミナーを定期的に開催し、展示会等に積極的に参加するととも 

に、デジタルフォレンジック研究会等の関連団体も活用して、コンピュータフォレンジックの存在を広く周知および 

認知させてまいります。 

② 人材の確保及び育成について 

高いレベルのコンピュータフォレンジックサービスを提供していくためには、 優秀な人材を確保することは勿論の 

こと、雇用の維持をはかり、さらには教育訓練等による技術、知識の向上が必須であります。これを最重要課題と考 

え、取り組んでまいります。 

③ 営業体制の強化 

当社は、第３期においてコンピュータフォレンジックに関するセミナーや啓蒙活動を続けたことにより、第４期に 

おいて大手企業から直接業務の受託や米国資本の大手調査会社から業務を受託するなどの多くの実績を積んでまい 

りました。 

今後は、更に営業体制を強化するため大手弁護士事務所や大手調査会社との業務提携を進め、 コンピュータフォレ 

ンジックのリーディングカンパニーとしての地位を確立してまいります。
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４．財務諸表 

（1）貸借対照表 

第３期 
（平成18年３月31日） 

第４期 
（平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

１．現金及び預金 35,608 203,621 

２．受取手形 － 5,299 

３．売掛金 94,414 106,865 

４．商品 793 15,048 

５．貯蔵品 34 417 

６．前払費用 9,016 16,173 

７．繰延税金資産 － 2,905 

８．その他 261 2,797 

流動資産合計 140,129 66.3 353,129 80.6 212,999 

Ⅱ 固定資産 

（1）有形固定資産 

１．建物 16,940 16,940 

減価償却累計額 1,295 15,644 3,517 13,422 

２．工具器具備品 25,427 42,175 

減価償却累計額 6,588 18,838 15,981 26,193 

有形固定資産合計 34,482 16.3 39,616 9.0 5,133 

（2）無形固定資産 

１．ソフトウェア 1,780 11,100 

無形固定資産合計 1,780 0.9 11,100 2.5 9,320 

（3）投資その他の資産 

１. 出資金 － 10 

２．長期前払費用 658 － 

３. 繰延税金資産 － 124 

４．差入保証金 34,177 34,177 

投資その他の資産合計 34,836 16.5 34,311 7.9 △524 

固定資産合計 71,099 33.7 85,028 19.4 13,929 

資産合計 211,228 100.0 438,157 100.0 226,929
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第３期 
（平成18年３月31日） 

第４期 
（平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．買掛金 33,546 2,520 

２．短期借入金 20,000 70,424 

３．一年内返済予定長 
期借入金 

4,576 10,800 

４．未払金 1,343 2,922 

５．未払費用 554 4,784 

６．未払法人税等 840 16,583 

７．未払消費税等 － 12,185 

８．前受金 1,954 10,185 

９．預り金 894 1,228 

10．賞与引当金 3,562 5,245 

流動負債合計 67,272 31.9 136,879 31.2 69,606 

Ⅱ 固定負債 

１．転換社債型新株予 
約権付社債 

40,000 10,000 

２．長期借入金 20,008 14,700 

３．退職給付引当金 714 1,019 

固定負債合計 60,722 28.7 25,719 5.9 △35,003 

負債合計 127,995 60.6 162,598 37.1 34,603
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第３期 
（平成18年３月31日） 

第４期 
（平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資本の部） 

Ⅰ 資本金 ※１ 158,250 74.9 － － △158,250 

Ⅱ 資本剰余金 

１．資本準備金 43,250 － 

資本剰余金合計 43,250 20.5 － － △43,250 

Ⅲ 利益剰余金 

１．当期未処理損失 118,267 － 

利益剰余金合計 △118,267 △56.0 － － 118,267 

資本合計 83,232 39.4 － － △83,232 

負債資本合計 211,228 100.0 － － △211,228 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

１．資本金 － － 203,250 46.4 203,250 

２．資本剰余金 

(１)資本準備金 － 15,000 

資本剰余金合計 － － 15,000 3.4 15,000 

３．利益剰余金 

(１)その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 － 57,308 

利益剰余金合計 － － 57,308 13.1 57,308 

株主資本合計 － － 275,558 62.9 275,558 

純資産合計 － － 275,558 62.9 275,558 

負債純資産合計 － － 438,157 100.0 438,157
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（2）損益計算書 

第３期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高 

１．商品売上高 125,819 139,960 

２．役務提供収入 65,114 190,933 100.0 341,620 481,580 100.0 290,647 

Ⅱ 売上原価 

１．商品売上原価 

商品期首たな卸高 1,339 793 

当期商品仕入高 59,005 74,685 

合 計 60,344 75,478 

商品期末たな卸高 793 15,048 

差 引 59,551 60,430 

２．役務提供原価 26,731 86,282 45.2 57,182 117,613 24.4 31,330 

売上総利益 104,651 54.8 363,967 75.6 259,316 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１．広告宣伝費 8,536 19,375 

２．役員報酬 24,512 27,476 

３．給与手当 41,233 53,427 

４．賞与引当金繰入額 3,562 4,117 

５．退職給付費用 714 304 

６．法定福利費 7,790 10,649 

７．旅費交通費 2,626 5,926 

８．減価償却費 2,006 3,598 

９．賃借料 28,072 33,109 

10．支払手数料 19,437 33,437 

11．その他 ※１ 24,402 162,894 85.3 25,978 217,402 45.2 54,507 

営業利益または営業損失 
(△) 

△58,243 △30.5 146,565 30.4 204,809
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第３期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 1 70 

２．為替差益 － 138 

３．賞与引当金戻入益 － 624 

４．免税消費税等 1,766 － 

５．その他 749 2,517 1.3 69 903 0.2 △1,613 

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 1,433 1,395 

２．新株発行費 619 － 

３. 株式交付費 － 1,370 

４．為替差損 1,847 － 

５．その他 37 3,938 2.0 45 2,811 0.6 △1,127 

経常利益または経常損失 
(△) 

△59,665 △31.2 144,657 30.0 204,322 

税引前当期純利益または 
税引前当期純損失（△） 

△59,665 △31.2 144,657 30.0 204,322 

法人税、住民税及び事業 
税 

290 15,361 

法人税等調整額 － 290 0.2 △3,029 12,331 2.5 12,041 

当期純利益または当期純 
損失（△） 

△59,955 △31.4 132,325 27.5 192,280 

前期繰越損失 58,311 － 

当期未処理損失 118,267 －
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（3）株主資本等変動計算書 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
その他利益 
剰余金 資本金 

資本準備金 
資本剰余 
金合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 
（千円） 

158,250 43,250 43,250 △118,267 △118,267 83,232 

事業年度中の変動額 

新株の発行 45,000 15,000 15,000 － － 60,000 

欠損填補（注） － △43,250 △43,250 43,250 43,250 － 

当期純利益 － － － 132,325 132,325 132,325 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

45,000 △28,250 △28,250 175,575 175,575 192,325 

平成19年３月31日残高 
（千円） 

203,250 15,000 15,000 57,308 57,308 275,558 

（注）平成 18年６月の定時株主総会における、損失処理項目であります。
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（4）キャッシュ・フロー計算書 

第３期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ 
シュ・フロー 

税引前当期純利益又 
は純損失（△） 

△59,665 144,657 

減価償却費 7,451 12,878 

長期前払費用償却 28 － 

新株発行費 619 － 

株式交付費 － 1,370 

退職給付引当金の増 
加額 

714 304 

賞与引当金の増加額 2,132 1,683 

受取利息 △1 △70 

支払利息 1,433 1,395 

為替差損 － 115 

未払消費税等の増加 
額 

－ 12,185 

売上債権の増加額 △89,898 △17,750 

たな卸資産の増減額 
（△増加額） 

511 △14,638 

仕入債務の増減額(△ 
減少額) 

31,061 △31,026 

その他 △6,373 6,070 

小計 △111,985 117,175 229,160 

利息の受取額 1 70 

利息の支払額 △1,285 △1,395 

法人税等の支払額 △193 △304 

営業活動によるキャッ 
シュ・フロー 

△113,462 115,546 229,009
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第３期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

有形固定資産の取得 
による支出 

△36,493 △16,748 

無形固定資産の取得 
による支出 

△1,791 △10,629 

保証金の差入による 
支出 

△17,003 － 

その他 － △10 

投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

△55,288 △27,387 27,901 

Ⅲ 財務活動によるキャッ 
シュ・フロー 

短期借入金の純増減 
額（△純減少額） 

△30,000 50,424 

長期借入による収入 25,000 30,000 

長期借入金の返済に 
よる支出 

△2,366 △29,084 

株式の発行による収 
入 

85,880 28,629 

財務活動によるキャッ 
シュ・フロー 

78,514 79,969 1,454 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

－ △115 △115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額（△減少額） 

△90,236 168,012 258,249 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

125,845 35,608 △90,236 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
期末残高 

※１ 35,608 203,621 168,012
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（5）損失処理計算書 

第３期 
（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失 118,267 

Ⅱ 損失処理額 

１．資本準備金取崩額 43,250 43,250 

合計 75,017 

Ⅲ 次期繰越損失 75,017
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重要な会計方針 

項目 
第３期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及 

び評価方法 

（1）商品 

個別法による原価法によっております。 

（2）貯蔵品 

先入先出法による原価法によっておりま 

す。 

（1）商品 

同左 

（2）貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方 

法 

（1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり 

ます。 

建物15年 

工具器具備品４～20年 

（2）無形固定資産 

定額法によっております。なお、ソフト 

ウェア(自社利用分)については、社内にお 

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法に 

よっております。 

（1）有形固定資産 

同左 

（2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

（2） ― 

（1） ― 

（2）株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の 

取扱い） 

当事業年度から「繰延資産の会計処理 

に関する当面の取扱い」（企業会計基準 

委員会 平成18年８月11日 実務対応 

報告第19号）を適用しております。 

前事業年度において営業外費用の内 

訳として表示していた 「新株発行費」 は、 

当事業年度より「株式交付費」として表 

示する方法に変更しております。 

前事業年度において営業活動による 

キャッシュ・フローの内訳として表示し 

ていた「新株発行費」は、当事業年度よ 

り「株式交付費」として表示する方法に 

変更しております。
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項目 
第３期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一 

般債権については貸倒実績率により、貸倒 

懸念債権等特定の債権については個別に回 

収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計 

上しております。 

なお、当事業年度においては、貸倒実績 

及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額が 

ないため、貸倒引当金は計上しておりませ 

ん。 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充当するため、支 

給見込額に基づく当事業年度費用負担額を 

計上しております。 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業 

年度末における退職給付債務の見込額（簡 

便法）に基づき計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

（2）賞与引当金 

同左 

（3）退職給付引当金

同左 

５．キャッシュ・フロー計算 

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び 

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動 

について僅少なリスクしか負わない取得日 

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期 

投資からなっております。 

同左 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

６．その他財務諸表作成のた 

めの基本となる重要な事 

項
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会計処理の変更 

第３期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損会計に係る会計基準） 

当事業年度より｢固定資産の減損に係る会計基準｣ 

(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見 

書｣（企業会計審議会 平成14年8月9日）)及び｢固定資 

産の減損に係る会計基準の適用指針｣(企業会計基準委 

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6 

号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
― 

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に 

関する会計基準（企業会計基準第5号 平成17年12月9 

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会 

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 

平成17年12月9日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は275,558千 

円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に 

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の 

財務諸表等規則により作成しております。
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追加情報 

第３期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（退職給付引当金） 

従業員に対する退職金は、従来、規程がありませんでし 

たが、 当事業年度において退職金規程を新たに制定したこ 

とに伴い、 当事業年度から退職給付引当金を計上すること 

といたしました。 

当事業年度退職給付費用714千円を全額販売費及び一 

般管理費に計上した結果、営業損失、経常損失及び税引 

前当期純損失はそれぞれ同額増加しております。 

―
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第３期 
（平成18年３月31日） 

第４期 
（平成19年３月31日） 

※１ 授権株式総数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 1,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 403,000株 

２ 資本の欠損 118,267千円 

※１ ― 

２ ― 

（損益計算書関係） 

第３期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、80千円であり 

ます。 

※１ ―
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（株主資本等変動計算書関係） 

第４期（自 平成 18年４月１日 至平成 19年３月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

前事業年度末株式数 

（株） 

当事業年度増加株式 

数（株） 

当事業年度減少株式 

数（株） 

当事業年度末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式（注） 403,000 70,000 － 473,000 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 70,000 株のうち、10,000 株は、第三者割当増資にかかるものであり、60,000 

株は転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３.配当に関する事項 

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第３期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

記されている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 35,608千円 

現金及び現金同等物 35,608千円 

２. － 

現金及び預金勘定 203,621千円 

現金及び現金同等物 203,621千円 

２. 重要な非資金取引の内容 

転換社債型新株予約権付社債の 

転換による資本金増加額 30,000千円 

転換による転換社債型新株予約 

権付社債減少額 30,000千円 

（リース取引関係） 

第３期（自 平成 17年４月１日 至 平成18年３月 31日） 

該当事項はありません。 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

第３期（自 平成 17年４月１日 至 平成18年３月 31日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

第３期（自 平成 17年４月１日 至 平成18年３月 31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係） 

第３期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１. 採用している退職給付制度の概要 

退職一時金制度のみを採用しております。 

１. 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２. 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 714千円 

退職給付引当金 714千円 

２. 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 1,019千円 

退職給付引当金 1,019千円 

３. 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 714千円 

退職給付費用 714千円 

３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用 304千円 

退職給付費用 304千円 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎 

率等については、記載しておりません。 

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左
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（ストック・オプション等関係） 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

項目 
平成17年ストック・オプション平成18年ストック・オプション 

① 
平成18年ストック ・オプション 

② 

付与対象者の区分及び 
数 

当社取締役 ２名 
支援者 ５名 

当社取締役 １名 
監査役 １名 
従業員 ３名 

当社取締役 １名 
従業員 ５名 

付与日 平成17年２月９日 平成18年１月26日 平成18年３月15日 

ストック・オプション 
の数 (注)１. 

普通株式 90,000株 普通株式 28,000株 普通株式 4,000株 

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
平成 19 年２月 10 日から 

平成 22 年２月 ９日まで 

平成 20 年１月 27 日から 

平成 23 年１月 26 日まで 

平成 20 年３月 16 日から 

平成 23 年３月 15 日まで 

（注）１. 株式数に換算して記載しております。 

２. 当社、 当社の子会社並びに当社関連会社の取締役、 監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの （以 

下、「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、地位者であるこ 

とを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合（死亡の場合 

を除く。）はこの限りではない。
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションのみを対象とし、ストック・オプションの数については、 

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

項目 
平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

① 
平成18年ストック ・オプション 

② 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 25,000 28,000 4,000 

付与 － － － 

失効 － － 200 

権利確定 25,000 － － 

未確定残 － 28,000 3,800 

権利確定後 （株） 

前事業年度末 － － － 

権利確定 25,000 － － 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 25,000 － － 

②単価情報 

項目 
平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

① 
平成18年ストック ・オプション 

② 

権利行使価格 （円） 500円 500円 500円 

行使時平均株価 （円） － － －
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（税効果会計関係） 

第３期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

別の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

別の内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

（流動資産） （流動資産） 

賞与引当金繰入限度超過額 1,497千円 賞与引当金否認 2,402千円 

評価性引当金額 △1,497千円 未払事業税否認 502千円 

繰延税金資産計 － 繰延税金資産計 2,905千円 

（固定資産） （固定資産） 

退職給付引当金否認 300千円 退職給付引当金否認 124千円 

評価性引当金額 △300千円 繰延税金資産計 124千円 

繰延税金資産計 － 

繰延税金負債 － 繰延税金負債 － 

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

課税所得が発生していないため、 該当事項はありま 

せん 

繰越欠損金の当期控除額 △31.6％ 

その他 △ 0.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.5％ 

（持分法損益等） 

第３期（自 平成 17年４月１日 至 平成18年３月 31日） 

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

第４期（自 平成 18年４月１日 至 平成19年３月 31日） 

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引） 

第３期（自平成 17年４月１日 至平成18年３月 31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 

（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

当社借入金 
の被保証 
（注）２． 

44,584 － － 

当社賃借料 
の被保証 
（注）３． 

34,868 － － 役員 守本 正宏 － － 
当社代表取 
締役社長 

(被所有) 
直接 49.6 

－ － 

増資の引き 
受け 
（注）４． 

30,000 － － 

役員 戸越 一成 － － 
当社取締役 
管理部長 

(被所有) 
直接 16.1 

－ － 
増資の引き 
受け 
（注）４． 

9,500 － － 

役員 池上 成朝 － － 
当社取締役 
事業部長 

(被所有) 
直接 10.9 

－ － 
増資の引き 
受け 
（注）４． 

7,000 － － 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２.当社の金融機関からの借入金について、債務保証を受けております。この保証に対する担保の差入、保証料の支 

払はありません。なお、平成 19年３月31日現在、この保証は解除されております。 

３.当社の賃貸借室及び賃貸借機械の賃貸借契約について、 債務保証を受けております。この賃貸借室及び賃貸借機 

械の賃貸借契約に係る債務保証の取引金額につきましては、年間賃借料を記載しております。また、この保証に 

対する担保の差入、保証料の支払はありません。なお、平成19年３月31日現在、この保証は解除されておりま 

す。 

４.増資については、当社が行った第三者割当増資を引き受けたものであります。発行価額は、簿価純資産価額を参 

考に決定してあります。
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第４期（自平成 18年４月１日 至平成19年３月 31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 

（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

当社借入金 
の被保証 
（注）２． 

84,584 － － 

役員 守本 正宏 － － 
当社代表取 
締役社長 

(被所有) 
直接 42.2 

－ － 
当社賃借料 
の被保証 
（注）３． 

37,783 － － 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２.当社の金融機関からの借入金について、債務保証を受けております。この保証に対する担保の差入、保証料の支 

払はありません。なお、平成 19年３月31日現在、この保証は解除されております。 

３.当社の賃貸借室及び賃貸借機械の賃貸借契約について、 債務保証を受けております。この保証に対する担保の差 

入、保証料の支払はありません。なお、平成 19年３月31日現在、この保証は解除されております。この賃貸借 

室及び賃貸借機械の賃貸借契約に係る債務保証の取引金額につきましては、 年間賃借料をもとに、当期首から保 

証解除日までの金額を記載しております。 

法人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又 
は出資金 
（千円） 

事業の内 
容又は職 
業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 

（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

法人主要 
株主 

株式会社フ 
ォーカスシ 
ステムズ 

東京都品 
川区 

2,900,000 
ソフト受 
託開発業 

（被所有） 
直接 18.6 

－ 
当社商 
品等の 
販売先 

当社商品等 
の販売 
（注）２． 

69,489 売掛金 14,712 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２.販売価格は、市場価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報） 

第３期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 206円53銭 

１株当たり当期純損失金額 191円00銭 

１株当たり純資産額 582円58銭 

１株当たり当期純利益金額 306円03銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非 

上場であるため期中平均株価が把握できないので記載し 

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ 

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非 

上場であるため期中平均株価が把握できないので記載し 

ておりません。 

（注） １株当たり当期純利益（純損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第３期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

第４期 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当期純利益（△純損失）（千円） △59,955 132,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（△純損失） 

（千円） 
△59,955 132,325 

期中平均株式数（株） 313,893 432,397 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め 

なかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権 

の目的となる株式の数５万7,000 

株）及び新株予約権付社債１種類 

（新株予約権の目的となる株式 

の数８万株）。 

新株予約権３種類（新株予約権 

の目的となる株式の数５万6,800 

株）及び新株予約権付社債１種類 

（新株予約権の目的となる株式 

の数２万株） 。
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（重要な後発事象） 

第３期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第４期 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（一般募集による株式発行） 

平成19年５月28日及び平成19年６月７日開催の取締 

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平 

成19年６月25日に払込が完了いたしました。 

この結果、資本金は435,193千円、発行済株式総数は 

532,000株となっております。 

（第三者割当増資） 

平成18年５月11日開催の臨時株主総会で、第三者割当 

増資について決議し、平成18年５月31日付で増資いたし 

ました。 

① 発行する新株式数 普通株式 10,000株 

② 割当を受ける者 

普通株式 1,670株 株式会社三菱東京UFJ銀行 

普通株式 3,330株 三菱UFJ証券株式会社 

普通株式 5,000株 MUFGベンチャーキャピタル１ 

号投資事業有限責任組合無限 

責任組合員三菱UFJキャピタ 

ル株式会社 

③ 発行価格 １株につき金3,000円 

（２分の１を資本金に繰入れ 

る。） 

④ 発行価格の総額 30,000千円 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式 

による募集) 

② 発行する株式の種類及 

び数 

：普通株式 59,000株 

③ 発行価格 ：１株につき 8,500円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき 7,862.50円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払 

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受 

人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき 5,950円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年６ 

月７日開催の取締役会において決定された金額であ 

ります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき 3,931.25円 

⑦ 発行価額の総額 ： 351,050千円 

⑧ 資本組入額の総額 ： 231,943千円 

⑨ 払込金額の総額 ： 463,887千円 

⑩ 払込期日 ：平成19年６月25日 

⑪ 新株の配当起算日 ：平成19年４月１日 

⑫ 資金の使途 ：設備投資 広告宣伝及び販 

売促進費 人材採用費等
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５．その他 

（1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません 

②その他の役員の異動 

・新任取締役（平成 19年２月６日 臨時株主総会にて選任） 

取締役 西山 俊彦 （取締役事業部長） 

・新任監査役（平成 19年２月６日 臨時株主総会にて選任） 

監査役 鈴木 旻 （常勤監査役） 
(注)常勤監査役 鈴木 旻は、会社法第２条 16 号に定める社外監査役であります。
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（2）その他 

①生産実績 

当社の事業内容は、主にフォレンジックツールの販売、コンピュータフォレンジックサービスの提供であり、生 

産実績については、該当はありません。 

②商品仕入実績 

第４期事業年度の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

第４期事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

フォレンジックツール 74,685 126.5 

合計 74,685 126.5 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

③受注状況 

当社は、受注生産を行っていないため、該当事項はありません。
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④販売実績 

第４期事業年度の販売実績は、次のとおりであります。 

第４期事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 品目別 

金額（千円） 前年同期比（％） 

コンピュータフォレン 
ジック調査サービス 

211,811 606.0 
コンピュータフォ 
レンジックサービ 
ス ディスカバリ（証拠開 

示）支援サービス 
104,533 969.6 

フォレンジックツール販売 139,960 111.2 

フォレンジックトレーニング 19,859 106.9 

その他 5,415 668.6 

合計 481,580 252.2 

（注）１． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２． 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおり 

であります。 

第３期 第４期 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社フォーカス 

システムズ 
24,502 12.8 96,320 20.0 

クロール・インターナ 

ショナル・インク 

日本支社 

11,431 5.9 65,526 13.6 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。


