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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）管理部長     （氏名）榮  史郎    ＴＥＬ(03)5463-6344 
半期報告書提出予定日  平成19年12月21日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年９月30日） 
(1) 経営成績                               (％表示は対前年中間期増減率) 

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

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年9月中間期 273 47.2 11 △54.9 △23 － △14 － 

18年９月中間期 185 －  25 － 25 － 25 － 

19年３月期 481 － 146 － 144 － 132 － 

 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 △28 93 － － 

18年９月中間期 62 88 － － 

19年３月期 306 03 － － 

(参考) 持分法投資損益  19年９月中間期 －百万円  18年９月中間期 －百万円  19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９月中間期      870 737          84.7 1,336 21 

18年９月中間期         282 138          49.2 336 56 

19年３月期      438 275          62.9 582 58 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 737百万円  18年９月中間期 138百万円  19年３月期 275百万円 

 
(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９月中間期     5 △147 452 512 

18年９月中間期 53 △13 45 120 

19年３月期  115 △27 79 203 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 

 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 

通     期 824 71.3 251 71.4 232 60.9 139 5.6 262 75 

（財）財務会計機構会員 
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（注）①当社は、平成17年９月中間期につきましては中間財務諸表を作成していないため、平成18年９

月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。 
   ②平成18年９月中間期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につ

きましては、新株予約権の残高はありますが、平成19年３月31日時点において当社は非上場で
あり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

 
４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本
となる重要な事項の変更に記載されるもの）  
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 
② ①以外の変更 ： 無 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期552,000株 18年９月中間期413,000株 19年３月期473,000株 

② 期末自己株式数              19年９月中間期     －株  18年９月中間期     －株  19年３月期      －株 

  (注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情
報」をご覧ください。 

 
※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。 
②平成 20年３月期通期予想の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 株及び平成 19 年７月に行使された転換社債型新株予約権付社債の転換による新株発行数
20,000株を含めた期末予定発行株式数 552,000株より算出しており、潜在株式は考慮しておりません。 
 
 



㈱UBIC(2158) 平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 - 3 - 

１．経営成績 
(1)経営成績に関する分析 

当社は 2003年 8月に設立し、以降一貫してコンピュータフォレンジックに関する事業を展開してまいりました。

この間、米国においては2006年12月に連邦民事訴訟規則が改正され、民事訴訟における電子データによる証拠開示

が義務付けられました。また国内においては2007年9月に金融商品取引法（Ｊ-SOX法）が正式に施行され、企業間

でコンプライアンスへの対応が急がれる状況になってまいりました。国内ではさらに内部不正及び情報漏えいに係る

事件の頻発に伴い、その調査、捜査過程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急速に高まり

つつあります。 

このような風を受けて、当社の主要業務であ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拡大傾向にあります。このような状況下、当社は業務の中心を設立当初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徐々にシフトし、また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を強化する一方、さらには定期的なセミナーの開催により認知度の向上を図るなどの施策

を通して、潜在ニーズの掘り起こしと販売の拡大を図ってまいりました。また、今後さらに拡大が予想される需要に

応えるため、社内の調査作業工数の大幅削減と合理化を意図した検索システムを自社開発致しました。本システムは

社内では当下半期から本格稼働致しますが、一方本システムの外部への販売も企画しており、既に販売活動も開始し

ております。 

以上述べましたように、順調な事業活動を展開してまいりましたが、９月度に予定していた販売案件 60百万円が

下半期にずれ込んだことが業績に大きな影響を与え、当中間会計期間の売上高は273百万円（前年同期比 147.2％）、

営業利益11百万円（前年同期比45.1％）、経常損失23百万円（前年同期は経常利益25百万円）、中間純損失14百万

円（前年同期は中間純利益 25百万円）となり、平成 19年６月 26日に公表致しました業績予想を下方修正する結果

となりました。 

事業部門別の業績は以下の通りです。 

 

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、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

ムなどにおける新規関与先の増加がありました。この結果、売上高は102百万円となりました。 

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120百万円となりました。 

   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223百万円となりました。 

②フォレンジックツール販売事業 

   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順調に推移し、フォレンジックツール販

売事業の売上高は39百万円となりました。 

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

た顧客からのリピートオーダーがあり、売上高は６百万円となりました。 

 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３百万円となりまし

た。 

 
通期の見通しにつきましては、以下の事情を勘案し、平成 19年６月 26日に公表しました通期業績予想に変更はな
いものとします。 
すなわち米国のディスカバリ（証拠開示）に関わる市場、米国・国内のコンピュータフォレンジック市場はともに

今後も引き続き成長が見込まれること、また当社の主顧客層である米国に進出する日本企業及び外国法事務弁護士事

務所、外国コンサルティングファームへの営業活動に注力する一方、案件の増加・大型化に対応するための専用ソフ

トウェアの自社開発を進めてきたこと等により、営業体制・請負体制が強化され、当下半期の業績も当初の見込みど

おり順調に推移するものと考えております。 



㈱UBIC(2158) 平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 - 4 - 

 (2)財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当中間会計期間末の総資産につきましては、870百万円となり、前事業年度末に比べて432百万円の増加となり

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473百万円によるものであります。 

   負債につきましては、前事業年度末比29百万円減少の132百万円となりました。 

純資産につきましては、前事業年度末比462百万円増加の737百万円となり、自己資本比率は84.7％となりまし

た。 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、512百万円となり、前事業年度

末と比較して308百万円の増加となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動により得られた資金は５百万円となりました。これは主に、売上債権の減少 25百万円、税引前中間

純損失23百万円の計上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） 

投資活動により使用した資金は147百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出115百

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） 

財務活動により得られた資金は452百万円となりました。これは、長短借入金の返済による支出50百万円、

新株の発行による収入452百万円、長期借入れによる収入50百万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 
平成 19年９月 
中間期 

自己資本比率（％） 39.4 62.9 84.7 
時価ベースの自己資本比率（％） － － 835.3 
キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％） 
－ 83.0  8.9 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
－ 82.8   4.0 

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 
（中間期については、営業キャッシュ･フローを年額に換算するため２倍しております。） 
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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。なお、平成 1８年３月 31

日現在及び平成 19年３月 31日現在において当社は非上場であり、株式時価総額が把握できないため、
平成18年３月期及び平成19年３月期につきましては時価ベースの自己資本比率の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）有利子負債は中間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の配当 
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ます。当社事業は成長過程にあり、財務基

盤の強化と内部留保を厚くすることにより企業価値の向上を目指しつつ、経営成績及び財政状態を勘案しながら、株

主の皆様への利益配当を検討していく考えであります。 
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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、投資家の皆様のご判断の一助とな

るよう、重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示と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ております。し

かしながら、当社の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、以下の記載は当社の事業に関するリスクすべてを網羅するものではないことを

申し添えます。なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在における当社の判断によるものであ

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、米国市場の需要規模が予測通りに拡大しない場合、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９月30日現在、取締役４名、監査役４名、従業員26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。 

 

③ 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

2003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。 
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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。 

 

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。 
 
④ 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。 

 

⑤ 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、主に警察庁関係や防衛省関連などの捜査機関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。 

 

⑥ 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多くを上記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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⑦ 為替相場の変動について 

当社は米国法律事務所等への販売に関し、日本円を価格決定のベースとした外貨建（米ドル）にて取引を行

っており、本取引は今後とも継続してまいります。また、当社のフォレンジックツールの仕入は主に米国企業

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。

そのため昨今のように為替レートが急激に変動した場合、為替差損益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９月30日現在、これらの新株予約権等による潜在株式数は56,600株であり、

当中間期末発行済株式総数 552,000株の 10.25%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 

 

最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略します。 



㈱UBIC(2158) 平成 20年３月期中間決算短信（非連結） 

 - 11 - 

３．経営方針 
（1）経営の基本方針 

当社は、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、訴訟時の電子情報及び書類の解析・処理におけるOne Stop Solution

をお客様に提供してまいります。 

当社は、コンピュータフォレンジックを通じて企業の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を抑止いたします。さらには企業における危機管理

体制構築を支援するとともに、ダウンサイドリスクを低減することにより企業価値を高めることに貢献いたしま

す。高度なIT社会において、企業が求められているコンプライアンスとアカウンタビリティを実現するためには、

コンピュータフォレンジックなどのリーガルハイテクノロジー（法的に問題を解決するためのハイテク技術）の

支えが必要です。これらの考え方から以下の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、株主様等の負託に応え、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してまいります。 

  “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、成長性と収益性を維持向上するため、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な指標として位置付

けております。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、膨大な潜在需要があるものと当社では

分析しております。これらの潜在需要を種々の広報活動により顕在化しリーディングカンパニーとして高いシェ

アを保つことに加え、高品位のサービスを提供することにより付加価値を高め、目標とする経営指標の具現化を

図ってまいります。 
 

（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を行う一方、

コア人材の増強を図ります。 

 

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 

当社の主要業務のひとつとして、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、法律問題への対応や、書類・物品・人物などの調査・解析能力

が必要となります。そのため大手法律事務所、リスクコンサルティング企業との協業を進め、これまで以上に

幅広い支援業務が可能な体制を構築していきます。 

 

③ コンピュータ以外のフォレンジック能力の保持 

    他方、企業の抱える広範囲な問題に対応し、解決していくためには、デジタルだけではなくさまざまな情報

の解析も必要になります。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、今後さらに業容

を拡大し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、以下の項目を重

点課題として取り組んでまいります。 
 

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 

コンピュータフォレンジックの潜在需要が拡大し、一般企業間でそのニーズが徐々に認知されつつあるとはい

え、フォレンジックという言葉自体が未だ一般的でなく、また一般企業のコンピュータフォレンジックに対する

認識もまだまだ十分とは言えません。以上の課題を解決するため、コンピュータフォレンジックに関するセミナ

ーを今後とも定期的に開催し、展示会等にも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及び認知させてまいります。 

 

② 人材の確保及び育成 

高いレベルのコンピュータフォレンジックサービスの提供を続けていくためには、優秀な人材の確保と、教育

訓練等を通じた技術・知識の向上が不可欠であります。このことを重点課題と捉え積極的に取り組んでまいりま

す。 

 

③ 営業体制の強化 

コンピュータフォレンジックの潜在需要の顕在化を加速するため、営業人員の増員も含め、営業体制を強化し

ております。また関連企業との業務提携も積極的に進める考えであり、2007年10月24日には株式会社エヌ・テ

ィ・ティ ピー・シーコミュニケーションズとの間で社内ＰＣセキュリティ統制管理に関する新たな協業を決定、

サービスを開始しております。 

 

④ 米国市場の積極的開拓 

米国はコンピュータフォレンジックの分野では先進国であり、また世界最大の市場であることは衆目の一致す

るところであり、米国における販売の獲得は、今後の当社の成長を考える上で極めて重要かつ喫緊の課題と認識

しております。当社では従来より外国法事務弁護士事務所との連携等を通し販売の拡大を図ってきましたが、一

層の販売の増大を図るべく 2007年 9月には現地販売員との間でレップ契約を締結、加えて現在は当社出資によ

る現地法人の設立を検討中であります。 
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４.中間財務諸表 
 
(1)中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中間

期比 

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

（％） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（資産の部）             

Ⅰ 流動資産             

１．現金及び預金   120,135   512,328    203,621   

２．売掛金   59,310   86,312    106,865   

３．たな卸資産   12,511   14,704    15,466   

４．その他 ※２ 11,178   29,821    27,176   

流動資産合計    203,136 72.0   643,166 73.9 440,029  353,129 80.6 

Ⅱ 固定資産             

１．有形固定資産 ※１           

 (1)建物   14,533   24,465    13,422   

 (2)工具器具備品  23,797   24,180    26,193   

 有形固定資産合計  38,331   48,646   10,315 39,616   

２．無形固定資産   6,051   23,764   17,712 11,100   

３．投資その他の資産             

(1)投資有価証券  －   120,528    －   

(2)差入保証金  34,177   34,177    34,177   

(3)その他   582   73    134   

投資その他の資産  

合計 
 34,760   154,778   120,018 34,311   

固定資産合計    79,143 28.0   227,189 26.1 148,045  85,028 19.4 

資産合計    282,279 100.0  870,355 100.0 588,075  438,157 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中間

期比 

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

（％） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（負債の部）             

Ⅰ 流動負債             

１．買掛金   21,427   3,828    2,520   

２．短期借入金   7,500   28,424    70,424   

３．一年内返済予定

長期借入金 
  14,892   28,740    10,800   

４．未払法人税等   480   1,323    16,583   

５．賞与引当金   4,102   6,889    5,245   

６．その他 ※２ 16,520   23,504    31,305   

流動負債合計    64,923 23.0   92,710 10.7 27,787  136,879 31.2 

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   37,612   38,600    14,700   

３．退職給付引当金   744   1,456     1,019   

固定負債合計    78,356 27.8  40,056 4.6 △38,300  25,719 5.9 

負債合計    143,280 50.8  132,766 15.3 △10,513  162,598 37.1 

               

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本              

１．資本金    173,250 61.3  445,193 51.1 271,943  203,250 46.4 

２．資本剰余金              

(1) 資本準備金   15,000   246,943     15,000   

資本剰余金合計    15,000 5.3  246,943 28.4   231,943  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   △49,250   42,514     57,308   

利益剰余金合計    △49,250 △17.4  42,514 4.9 91,765  57,308 13.1 

株主資本合計    138,999 49.2  734,652 84.4 595,652  275,558 62.9 

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １.その他有価証券

評価差額金 
  － －  2,935 0.3 2,935  － － 

純資産合計    138,999 49.2  737,588 84.7 598,588  275,558 62.9 

負債純資産合計    282,279 100.0  870,355 100.0 588,075  438,157 100.0 
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(2)中間損益計算書 

    

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

対前中間

期比 

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

（％） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

百分比

（％） 

Ⅰ 売上高    185,766 100.0  273,521 100.0 87,755  481,580 100.0 

Ⅱ 売上原価    56,623 30.5  93,445 34.2 36,822  117,613 24.4 

売上総利益    129,143 69.5  180,076 65.8 50,933  363,967 75.6 

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
※１  103,371 55.6  168,456 61.6 65,084  217,402 45.2 

営業利益    25,771 13.9  11,620 4.2 △14,151  146,565 30.4 

Ⅳ 営業外収益 ※２  953 0.4  448 0.2 △504  903 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※３  813 0.4  35,664 13.0 34,851  2,811 0.6 

経常利益又は経

常損失（△） 
   25,911 13.9  △23,596 △8.6 △49,507  144,657 30.0 

税引前中間（当

期）純利益又は

税引前中間純損

失（△） 

   25,911 13.9  △23,596 △8.6 △49.507  144,657 30.0 

法人税、住民税

及び事業税 
  145   530    15,361   

法人税等調整額   - 145 0.1 △9,333 △8,802 △3.2 △8,947 △3,029 12,331 2.5 

中間（当期）純

利益又は中間順

損失（△）                                     

   25,766 13.8  △14,793 △5.4 △40,560  132,325 27.5 
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(3)中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 
評価・換算
差額等 

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 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 （千円） 158,250 43,250 43,250 △118,267 △118,267 83,232 － 83,232 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 15,000 15,000 15,000   30,000  30,000 

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

中間純利益    25,766 25,766 25,766  25,766 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

      － － 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

15,000 △28,250 △28,250 69,016 69,016 55,766 － 55,766 

平成18年９月30日残高 （千円） 173,250 15,000 15,000 △49,250 △49,250 138,999 － 138,999 
       

（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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 
評価・換算
差額等 

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 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 （千円） 203,250 15,000 15,000 57,308 57,308 275,558 － 275,558 

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 241,943 231,943 231,943   473,887  473,887 

中間純損失（△）    △14,793 △14,793 △14,793  △14,793 

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

      2,935 2,935 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

241,943 231,943 231,943 △14,793 △14,793 459,093 2,935 462,029 

平成19年９月30日残高 （千円） 445,193 246,943 246,943 42,514 42,514 734,652 2,935 737,588 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
評価・換算
差額等 

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 

その他有価
証券評価差
額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 （千円） 158,250 43,250 43,250 △118,267 △118,267 83,232 － 83,232 

事業年度中の変動額         

新株の発行 45,000 15,000 15,000   60,000  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  132,325 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

      － － 

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 － 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 － 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)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

対前中間期比 

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） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
     

税引前中間（当期）純

利益又は税引前中間
純損失 

 25,911 △23,596  144,657 

減価償却費  5,692 8,209  12,878 

長期前払費用償却  85 －  － 

株式交付費  230 11,154  1,370 

退職給付引当金の増

減額（△減少額） 
 29 436  304 

賞与引当金の増減額

（△減少額） 
 539 1,644  1,683 

受取利息  △7 △337  △70 

支払利息  583 1,343  1,395 

為替差損益（△為替差

益） 
 － 1,612  115 

未払消費税等の増減

額（△減少額） 
 － △12,185  12,185 

売上債権の増減額 

（△増加額） 
 35,103 25,852  △17,750 

たな卸資産の増減額

（△増加額） 
 △11,683 2,884  △14,638 

仕入債務の増減額 
（△減少額） 

 △12,119 1,308  △31,026 

その他  9,659 3,762  6,070 

小計  54,024 22,090 △31,934 117,175 

利息の受取額  7 337  70 

利息の支払額  △583 △1,343  △1,395 

法人税等の支払額  △290 △15,733  △304 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
 53,159 5,351 △47,807 115,546 
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

対前中間期比 

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） 

増減 

（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 
 △9,077 △17,402  △16,748 

無形固定資産の取得

による支出 
 △4,734 △14,624  △10,629 

投資有価証券の取得

による支出 
 － △115,577  － 

その他  △10 －  △10 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △13,822 △147,604 △133,781 △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） 
 △12,500 △42,000  50,424 

長期借入による収入  30,000 50,000  30,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △2,080 △8,160  △29,084 

株式の発行による収
入 

 29,770 452,732  28,629 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 45,190 452,572 407,382 79,969 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 － △1,612 △1,612 △115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額 

 84,527 308,707 224,180 168,012 

Ⅵ 現金及び現金同等物の

期首残高 
 35,608 203,621 168,012 35,608 

Ⅶ 現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
※１ 120,135 512,328 392,192 203,621 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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)有価証券 

 ──────  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)たな卸資産 

商品 

(1)有価証券 

  その他有価証券 

    時価のあるもの 

      中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定）によ

っております。 

(2)たな卸資産 

商品 

(1)有価証券 

   ────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)たな卸資産 

商品 

１．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 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 先入先出法による原価

法によっております。 

同左 同左 

(1)有形固定資産 (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 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 (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 同左 
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項目 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９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） 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 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。 

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） 

  

（繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い） 

 「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務

対応報告第19号）を適用して

おります。 

新株発行費は当中間会計

期間より株式交付費として

表示しております。 

 

 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 
前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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 (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、当中間会計期間に

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。 

同左 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 (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

に基づく当中間会計期間

費用負担額を計上してお

ります。 

同左 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 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

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。 

    同左 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．中間キャッシュ・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  同左 

６．その他中間財務諸表作

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 

消費税等の会計処理 

 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当中間会計期間より、「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138,999千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

────── 

 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。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

────── 

 

 

 

 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等」は、

前中間会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている｢未払消

費税等｣は、4,004千円であります。 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

 当中間会計期間末 

（平成19年９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 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 

           13,113千円            23,926千円             19,498千円 

   

※２. 消費税等の取扱い ※２. 消費税等の取扱い ※２.     ────── 

 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。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、流動資産の「その

他」に含めております。 

 

 
 

（中間損益計算書関係） 
前中間会計期間 

 （自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

 （自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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.     ────── 

 

 

 

※２. 営業外収益のうち主要なもの 

※１.研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発

費は、3,650千円であります。 

 

※２. 営業外収益のうち主要なもの 

※１.     ────── 

 

 

 

※２. 営業外収益のうち主要なもの 

 講演料収入       147千円  受取利息        337千円  受取利息         70千円 

為替差益          104千円   為替差益         138千円 

賞与引当金戻入益   624千円    賞与引当金戻入益     624千円 

   

※３. 営業外費用のうち主要なもの ※３. 営業外費用のうち主要なもの ※３. 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息        583千円  支払利息       1,343千円  支払利息       1,395千円 

 株式交付費        230千円  支払手数料     16,101千円 

 為替差損      7,062千円 

 株式交付費      1,370千円 

   株式交付費     11,154千円   

   

  ４. 減価償却実施額   ４. 減価償却実施額 ４. 減価償却実施額 

 有形固定資産    5,229千円  有形固定資産    6,249千円  有形固定資産    11,742千円 

 無形固定資産     463千円  無形固定資産    1,960千円  無形固定資産     1,309千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
 
前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 403,000 10,000 － 413,000 

合計 403,000 10,000 － 413,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

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

 

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。 

 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 473,000 79,000 － 552,000 

合計 473,000 79,000 － 552,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加79,000株のうち、59,000株は、一般募集による株式発行によるもので
あり、20,000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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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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 

合計 403,000 70,000 － 473,000 

自己株式     

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 （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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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

    

 

120,135千円 

 

現金及び預金勘定  

現金及び現金同等物 120,135千円 

 

 

 

512,328千円 

 

現金及び預金勘定  

現金及び現金同等物 512,328千円 

 
 

203,621千円 現金及び預金勘定  

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 
 

 

10,000千円 

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 

転換による転換社債型
新株予約権付社債の 

減少額 

 

10,000千円 

  ２．重要な非資金取引の内容 
 

 

30,000千円 

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 

転換による転換社債型        
新株予約権付社債の         

減少額 

 

30,000千円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 115,577 120,528 4,950 

合計 115,577 120,528 4,950 

 

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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９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。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．当中間会計期間において付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 
 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．当中間会計期間において付与したストック・オプションの内容 

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．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） － － － 

 

（持分法損益等） 
前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９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。 
 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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） 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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   
336円56銭 

１株当たり中間純利益金額 
62円88銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。 

 

１株当たり純資産額   
1,336円21銭 

１株当たり中間純損失金額（△） 
△28円93銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１株当た
り中間純損失であるため記載してお
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株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中
間（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。 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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株当たり中間（当期）純利

益金額 
   

中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（千円） 
25,766 △14,793 132,325 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は中間純損失（△）

（千円） 

25,766 △14,793 132,325 

期中平均株式数（株） 409,721 511,371 432,397 

    

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額 
－ － － 

中間（当期）純利益調整額（千

円） 
－ － － 

普通株式増加数（株） － － － 

（内 新株予約権（株）） （－） （－） － 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

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５万７千株）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５万６千６百株）。 

 新株予約権３種類（新株

予約権の目的となる株式

の数５万６千８百株）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） 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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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５．その他 

 

（1）役員の異動 

①その他の役員の異動 
新任監査役（平成19年６月27日 株主総会にて選任） 

   監査役 髙井 伸夫 （非常勤監査役） 
   （注）非常勤監査役 髙井 伸夫は、会社法第２条 16号に定める社外監査役であります。 
 

（2）事業部門別売上高 
当中間会計期間の事業部門別売上高は、次のとおりであります。 

品目別 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日） 

  前年同期比（％） 

コンピュータフォレンジックサービス 223,408 252.5 

フォレンジックツール販売 39,761 44.5 

フォレンジックトレーニング 6,814 105.3 

その他 3,537 260.4 

合計 273,521 147.2 

（注）１． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

      


