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平成20年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成19年８月10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 

 

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年６月30日） 
(1) 経営成績                                  （百万円未満切捨て） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第１四半期 169 － 41 － 28 － 16 － 

19年３月期第１四半期 － － － － － － － － 

19年３月期 481 － 146 － 144 － 132 － 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 35 25 33 67 

19年３月期第１四半期 － － － － 

19年３月期 306 03 － － 

 
(2) 財政状態                               （百万円未満切捨て） 

 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 

20年３月期第１四半期       899 756          84.0 1,421 54 

19年３月期第１四半期 － － － － － 

19年３月期       438 275          62.9 582 58 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                       （百万円未満切捨て） 

 
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 

20年３月期第１四半期    △６      △１      430 626 

19年３月期第１四半期 － － － － 

19年３月期     115      △27       79 203 

（注）① 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 
② 当社は、平成19年３月期第１四半期につきましては四半期財務諸表を作成しておりません 
ので、各項目の前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略させていただき 
ました。 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭 
19年3月期 

 
－ － 0   00 

20年3月期   
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 

（財）財務会計機構会員 
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 
四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
※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、「４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報」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、平成 19年 6月に実施しました公募
による新株発行数（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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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

 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展開しております。事業部門としまし

ては、コンピュータフォレンジックサービス事業、フォレンジックツール販売事業、フォレンジック

トレーニング事業及びその他で構成されます。第３期事業年度まではフォレンジックツール販売事業

を業務の中心としておりましたが、費用対効果から品質の高い当社のコンピュータフォレンジックサ

ービスを選択する顧客の増加を受け、前期より事業の中心を従来のフォレンジックツール販売からコ

ンピュータフォレンジックサービスにシフトさせる事により、顧客のダウンサイドリスク低減に努め

てまいりました。当第１四半期におきましても、前期に引き続きコンピュータフォレンジックサービ

スが順調に拡大してまいりました。 

米国に進出する大手日本企業におきましては、連邦民事訴訟規則の改正によって訴訟、特に特許訴

訟やPL訴訟において電子証拠開示が規則化されたことにより、国際訴訟における電子証拠開示の経験

やノウハウに対する需要が急速に高まっております。また、国内におきましては内部不正や情報漏え

いに係る事件の増加により、その調査や捜査段階におけるコンピュータフォレンジックの有用性に対

する認識が更に高まってまいりました。 

 こうした流れを受け、当社におきましては外国法事務弁護士事務所や外国コンサルティングファー

ムとの連携体制を強化し、さらに国内企業向けに定期的にセミナーを開催し認知度の向上及びニーズ

の抽出に努めてまいりました。 

これらの結果、第１四半期の売上高は１億６千９百万円、営業利益は４千１百万円、経常利益は２

千８百万円、四半期純利益は１千６百万円となりました。 

 事業部門別の業績は次のとおりです。 

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、ディスカバリ（証拠開示）支援サービス及びコ

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。 

ディスカバリ（証拠開示）支援サービスにおいては、米国での広報宣伝活動への注力により、

外国法事務弁護士事務所や外国コンサルティングファームからの当社認知度が高まり、新規関与

先の増加に繋がりました。この結果、売上高は５千３百万円となりました。 

コンピュータフォレンジック調査サービスにおいては、国内での認知度の向上及び協業先との

連携強化により、案件の増加と大型化に成功しました。この結果、売上高は８千３百万円となり

ました。 

   以上の結果、コンピュータフォレンジックサービス事業全体の売上高は１億３千７百万円とな

りました。 

②フォレンジックツール販売事業 

   ４月の警察庁への納入 1千７百万円をはじめ、前期に引き続き警察庁関連、防衛省関連などの

捜査機関を中心として売上高は２千８百万円となりました。 

③フォレンジックトレーニング事業 

   フォレンジックツールを購入した顧客からの受注に加え、これまでにフォレンジックトレーニ

ングを受講された顧客からもリピートオーダーがあり、売上高は２百万円となりました。 

 ④その他 

   上記①～③以外に、コンピュータフォレンジックに関わるコンサルティングによる収入が１百

万円となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は８億９千９百万円となり、前会計年度比４億６千１百万円の増加と

なりました。その主な要因は、新株の発行による資本金及び資本剰余金の増加４億６千３百万円によ

るものであります。 

 なお、純資産は７億５千６百万円となり、自己資本比率は84.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期における現金及び現金同等物の残高は６億２千６百万円となり、前会計年度末と比較

して４億２千２百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ･フロー」は６百万円の支出となりました。主なプラス要因は、税引前

第１四半期純利益２千８百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加４千９百万円、法人

税等の支払額１千５百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１百万円の支出となりました。主な要因は、無形固定資

産の取得による支出１百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億３千万円の収入となりました。主なプラス要因は、

新株の発行による収入４億５千４百万円であり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減少額２千１

百万円等であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
 当社の事業領域であるコンピュータフォレンジックの国内市場は、大手企業を中心に金融商品取引

法施行に伴う内部統制システム構築への取り組みが急がれていることから、今後更なる顕在化を見せ

るものと思われます。また、米国のディスカバリ（証拠開示）に関わる市場規模は、2006年 12月の
連邦民事訴訟規則改正以降、電子データの証拠開示が規則化されたことに伴い、劇的な成長を見せて

おります。これを受け、当社の主顧客層である米国に進出する日本企業も民事訴訟における電子デー

タの証拠開示への対応を求められるため、今後も引き続き新規顧客の増加が見込まれます。 
当第１四半期の実績は、通期業績見通しに対し概ね計画通りに推移しております。当社はコンピュ

ータフォレンジック事業を企業のダウンサイドリスク低減に貢献する社会的意義のある事業であると

強く認識しており、そのため当社が担う社会的責任も重いものであると認識しております。そこで、

第２四半期におきましては提供するフォレンジックサービスの質の更なる向上と今後の業績の更なる

飛躍を見据え、上場を機に得た資金を、設備投資のみならず従業員の積極的な海外研修派遣などの社

員教育及び社内体制の強化に使途し、これに注力する予定であります。 
よって今後の見通しに変化はなく、中間期業績は概ね計画通りに推移していく見通しであり、平成

19年６月 26日に公表しました以下の中間及び通期業績予想に変更はありません。 
（％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 

※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、平成 19年 6月に実施しました
公募による新株発行数（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。 
※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。 
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４.四半期財務諸表 

 
（注）当社は、平成 19年３月期第１四半期につきましては四半期財務諸表を作成しておりませんので、

以下の財務諸表における平成 19年３月期第１四半期についての記載は省略させていただきました。 
 
（１）四半期貸借対照表 

 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   626,436   203,621  

２．売掛金   161,485   106,865  

３．たな卸資産   15,275   15,466  

４．その他   13,263   27,176  

流動資産合計   816,461 90.7  353,129 80.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１  37,353   39,616  

２．無形固定資産   11,614   11,100  

３．投資その他の資産   34,471   34,311  

固定資産合計   83,439 9.3  85,028 19.4 

資産合計   899,900 100.0  438,157 100.0 
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   3,716   2,520  

２．短期借入金   49,424   70,424  

３．一年内返済予定長期 
借入金 

  10,800   10,800  

４．未払法人税等   10,137   16,583  

５．賞与引当金   1,911   5,245  

６．その他 ※２  44,242   31,305  

流動負債合計   120,231 13.4  136,879 31.2 

Ⅱ 固定負債        

１．転換社債型新株予約権 
付社債 

  10,000   10,000  

２．長期借入金   12,000   14,700  

３．退職給付引当金   1,411   1,019  

固定負債合計   23,411 2.6  25,719 5.9 

負債合計   143,642 16.0  162,598 37.1 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   435,193 48.4  203,250 46.4 

２．資本剰余金        

(1) 資本準備金  246,943   15,000   

資本剰余金合計   246,943 27.4  15,000 3.4 

３．利益剰余金        

(1) その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  74,119   57,308   

利益剰余金合計   74,119 8.2  57,308 13.1 

株主資本合計   756,257 84.0  275,558 62.9 

純資産合計   756,257 84.0  275,558 62.9 

負債純資産合計   899,900 100.0  438,157 100.0 
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（２）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   169,460 100.0  481,580 100.0 

Ⅱ 売上原価   54,176 32.0  117,613 24.4 

売上総利益   115,284 68.0  363,967 75.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   73,631 43.4  217,402 45.2 

営業利益   41,652 24.6  146,565 30.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,741 1.6  903 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  16,118 9.5  2,811 0.6 

経常利益   28,275 16.7  144,657 30.0 

税引前第１四半期（当
期）純利益 

  28,275 16.7  144,657 30.0 

法人税、住民税及び事 
業税 

 9,773   15,361   

法人税等調整額  1,691 11,464 6.8 △3,029 12,331 2.5 

第１四半期（当期）純利
益 

  16,811 9.9  132,325 27.5 
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 （３）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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19年３月31日残高 （千円） 203,250 15,000 15,000 57,308 57,308 275,558 

第1四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 231,943 231,943 231,943 － － 463,887 

第1四半期純利益 － － － 16,811 16,811 16,811 

第1四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

231,943 231,943 231,943 16,811 16,811 480,698 

平成19年６月30日残高 （千円） 435,193 246,943 246,943 74,119 74,119 756,257 
       

 

前事業年度（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）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前第１四半期（当
期）純利益 

 28,275 144,657 

減価償却費  3,522 12,878 

株式交付費  9,531 1,370 

退職給付引当金の増加
額 

 391 304 

賞与引当金の増減額
（△減少額） 

 △3,334 1,683 

受取利息  － △70 

支払利息  485 1,395 

為替差損益（△為替差
益） 

 △884 115 

未払消費税等の増減額
（△減少額） 

 △8,260 12,185 

売上債権の増加額  △49,320 △17,750 

たな卸資産の増減額
（△増加額） 

 190 △14,638 

仕入債務の増減額 
（△減少額） 

 1,196 △31,026 

その他  27,406 6,070 

小計  9,199 117,175 

利息の受取額  － 70 

利息の支払額  △485 △1,395 

法人税等の支払額  △15,665 △304 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △6,951 115,546 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（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 

 △569 △16,748 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,204 △10,629 

その他  － △10 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,774 △27,387 

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） 

 △21,000 50,424 

長期借入による収入  － 30,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △2,700 △29,084 

株式の発行による収入  454,356 28,629 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 430,656 79,969 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 884 △115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 422,814 168,012 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 203,621 35,608 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第
１四半期末（期末）残高 

※１ 626,436 203,621 
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(5) 注記事項 

重要な会計方針 

項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1)商品 (1)商品 １．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 個別法による原価法によっておりま

す。 

同左 

 (2)貯蔵品 (2)貯蔵品 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法によっております。 同左 

 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 (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。 

同左 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。 同左 

  （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 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 (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、当第１四半期会計期間におい

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。 

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 (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第１四半

期会計期間費用負担額を計上してお

ります。 

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 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

第１四半期会計期間末における退職

給付債務の見込額（簡便法）に基づ

き計上しております。 

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。 

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 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

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 
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会計処理の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（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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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
 当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 

           22,332千円             19,498千円 

  

※２. 消費税等の取扱い ※２. 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流

動負債の「その他」に含めております。 

同左 

 
 
（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１. 営業外収益のうち主要なもの ※１. 営業外収益のうち主要なもの 

 為替差益       2,741千円  受取利息         70千円 

  為替差益         138千円 

  賞与引当金戻入益     624千円 

  

※２. 営業外費用のうち主要なもの ※２. 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息        485千円  支払利息       1,395千円 

 支払手数料      6,101千円  株式交付費      1,370千円 

 株式交付費      9,531千円   

  

  ３. 減価償却実施額 ３.       ────── 

 有形固定資産    2,833千円  

 無形固定資産     689千円  
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 
当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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） 

当第１四半期会計
期間増加株式数
（株） 

当第１四半期会計
期間減少株式数
（株） 

当第１四半期会
計期間末株式数
（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 473,000 59,000 － 532,000 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加59,000株は、一般募集による株式発行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。 

 

前事業年度（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。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 

※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６月30日現在） （平成19年３月31日現在） 
 
現金及び預金勘定 626,436千円 

現金及び現金同等物 626,436千円 
  

 
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．       ──────  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
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（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（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） 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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。 

 

前事業年度（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） 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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。 

 

前事業年度（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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（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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人数 
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。 

 

(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  － 28,000 3,800 

付与  － － － 

失効  － － － 

権利確定  － － － 

未確定残  － 28,000 3,800 

権利確定後 （株）    

前事業年度末  25,000 － － 

権利確定  － － － 

権利行使  － － － 

失効  － － － 

未行使残  25,000 － － 
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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） 500 500 500 

行使時平均株価 （円） － － － 

 

前事業年度（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人数 
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。 

 

(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 － － 
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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） 500 500 500 

行使時平均株価 （円） － － － 

 

 

（持分法損益等） 
当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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。 
 

前事業年度（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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（１株当たり情報） 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 582円58銭

１株当たり当期純利益金額 306円03銭

  

 
１株当たり純資産額 1,421円54銭

１株当たり第１四半期純利益金額 35円25銭

潜在株式調整後１株当たり第１四半
期純利益金額 

33円67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。 

 （注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の
算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期（当期）純利益（千円） 16,811 132,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円） 

16,811 132,325 

期中平均株式数（株） 476,890 432,397 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 

  

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 22,441 － 

（内 新株予約権（株）） （22,441） － 

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） 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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。 

────── 

 
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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 (6) 事業部門別売上高 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 

金 額 
（千円） 

構成比 
（％） 

金 額 
（千円） 

構成比 
（％） 

コンピュータフ
ォレンジック調
査サービス 

83,667 49.37 211,811 43.98 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 

53,537 31.59 104,533 21.71 

フォレンジックツール販売 28,656 16.91 139,960 29.06 

フォレンジックトレーニング 2,472 1.46 19,859 4.12 

その他 1,125 0.67 5,415 1.13 

合 計 169,460 100.00 481,580 100.00 

（注）１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２.当社は、平成19年３月期第１四半期につきましては四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成19

年３月期第１四半期会計期間との比較は省略させていただきました。 

 


