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平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20年２月 15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）管理部長 （氏名） 榮 史郎 ＴＥＬ(03)5463-6344 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20年３月期第３四半期の業績（平成 19年４月１日 ～ 平成 19年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

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３四半期 466 45.8 40 △46.8 1 △98.2 0 △99.7 

19 年３月期第３四半期 320 － 76 － 75 － 75 － 

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３四半期 0 36 0 33 

19 年３月期第３四半期 180 77 － － 

19 年３月期 306 03 － － 

(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 

20 年３月期第３四半期 863 754 87.4 1,367 08 

19 年３月期第３四半期 312 218 70.1 462 99 

19 年３月期 438 275 62.9 582 58 

(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 

20 年３月期第３四半期 31 △308 424 345 

19 年３月期第３四半期 43 △17 34 96 

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 18年３月期第３四半期につきましては四半期財務諸表を作成していないため、平成 19年３ 

月期第３四半期における対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

②平成 19年３月期第３四半期及び平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

③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。 

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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められてい 

る「四半期財務諸表等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） 

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。
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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 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が施行され、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。 

このような状況下、当社は 2007 年 12 月８日、米国に当社 100％出資による子会社を設立致しました。当子会 

社は、電子証拠の開示が要求される国際訴訟の中心地である米国において、案件獲得に対する営業力を強化する 

と共に取引先ならびに弁護士事務所との連携を強化することを目的としております。また、米国のみならず北米 

地域の事業開発拠点としても位置付けており、将来的な周辺国への活動展開も見据えたものであります。 

一方、国内におきましても主要業務であるディスカバリ（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に対する需要は拡大傾向にあり、これを受け当社は、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、定期的なセミナーの開催等により認 

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 

索システムに対する開発投資を実施致しました。本システムは当第３四半期会計期間より本格稼働し、期待通り 

の成果を挙げております。また、フォレンジックツールとしての商品価値も高く販売活動も開始しております。 

これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は 466 百万円（前年同期比 145.8％） 、営業利益は 40百万円（前 

年同期比 53.2％） 、経常利益は１百万円（前年同期比 1.8％） 、四半期純利益は０百万円（前年同期比 0.3％）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、リピートオ 

ーダーの獲得に繋がりました。この結果、売上高は162 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 178百万円となりました。 

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 341百万円となりました。 

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、さらに自社開発した 

検索システムの販売実績も加わり、売上高は 109百万円となりました。 

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 11百万円となりました。 

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５百万円となり 

ました。
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２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間における総資産は 863 百万円となり、前事業年度末と比較して 425 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。 

なお、純資産は 754百万円となり、自己資本比率は 87.4％となりました。 

当第３四半期会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」とい 

う。）の残高は 345 百万円となり、前第 3 四半期末と比較して 249 百万円増加となりました。 

当第３四半期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 31 百万円（前年同期比 28.7％減）となりました。これは主に、減価償却費 13 
百万円、売上債権の減少 32 百万円、未払消費税等の減少 11 百万円、法人税等の支払 21 百万円によるものであ 

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 308 百万円（前年同期比 1,679.5％増）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 206 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 424 百万円（前年同期比 1,140.4％増）となりました。これは主に、新株の発 

行による収入 452 百万円によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間において、経常利益、当期純利益はプラスに転じました。 

売上高につきましては、米国のディスカバリ（証拠開示）に係る市場、米国・国内のコンピュータフォレンジ 

ック市場は共に今後も引き続き成長が見込まれております。特に、米国はコンピュータフォレンジック分野の先 

進国且つ世界最大の市場であり、米国における受注の獲得は今後の当社の成長を担う上で極めて重要な課題であ 

ると考え、当第３四半期会計期間において米国に子会社を設立、営業活動を開始致しました。この米国子会社に 

よる営業支援を受けて、当第４四半期以降の受注拡大を見込んでおります。 

また、当会計期間内においては、提供するサービスの一層の充実及び今後の当社事業領域の拡大に向け、オン 

ライン・レビュアー機能強化のための開発投資を実施、さらに株式会社クロスランゲージとの訴訟支援用翻訳サ 

ービスの協業も開始致しました。これらの施策は、今後の最大成長分野と考えられるディスカバリー支援事業の 

伸長を強力にサポートすると考えております。 

一方で専用ソフトウェアの自社開発により社内の調査作業工数の大幅削減と合理化を実施し、これによる収益 

力の改善も進んでおります。 

以上の状況から、通期の業績は当初の見込みどおり推移するものと考えており、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致します。
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４.四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

１．現金及び預金 96,420 345,610 203,621 

２．売掛金 100,974 79,589 106,865 

３．たな卸資産 23,673 12,316 15,466 

４．その他 12,375 30,750 27,176 

流動資産合計 233,444 74.7 468,267 54.2 353,129 80.6 

Ⅱ 固定資産 

１．有形固定資産 ※１ 

(1）建物 13,977 23,553 13,422 

(2）工具器具備品 24,699 28,132 26,193 

(3）その他 － 386 － 

有形固定資産合計 38,677 52,072 39,616 

２．無形固定資産 5,689 29,534 11,100 

３．投資その他の資産 

(1）投資有価証券 － 214,750 － 

(2）関係会社株式 － 55,070 － 

(3）差入保証金 34,177 34,177 34,177 

(4）その他 539 9,430 134 

投資その他の資産 

合計 
34,717 313,427 34,311 

固定資産合計 79,083 25.3 395,034 45.8 85,028 19.4 

資産合計 312,528 100.0 863,302 100.0 438,157 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31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 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．買掛金 7,188 194 2,520 

２．短期借入金 － 7,424 70,424 

３．一年内返済予定 

長期借入金 
15,792 27,360 10,800 

４．未払法人税等 811 9,807 16,583 

５．賞与引当金 1,362 2,225 5,245 

６．その他 ※２ 23,770 26,734 31,305 

流動負債合計 48,925 15.6 73,745 8.6 136,879 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 33,664 33,140 14,700 

３．退職給付引当金 942 1,790 1,019 

固定負債合計 44,606 14.3 34,930 4.0 25,719 5.9 

負債合計 93,532 29.9 108,676 12.6 162,598 37.1 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

１．資本金 203,250 65.0 445,193 51.5 203,250 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 4.8 246,943 28.6 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 746 57,498 57,308 

利益剰余金合計 746 0.3 57,498 6.7 57,308 13.1 

株主資本合計 218,996 70.1 749,635 86.8 275,558 62.9 

Ⅱ 評価・換算差額等 

１．その他有価証券 

評価差額金 
－ － 4,990 0.6 － － 

純資産合計 218,996 70.1 754,626 87.4 275,558 62.9 

負債純資産合計 312,528 100.0 863,302 100.0 438,157 100.0
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（２）四半期損益計算書 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 320,256 100.0 466,963 100.0 481,580 100.0 

Ⅱ 売上原価 83,742 26.1 141,949 30.4 117,613 24.4 

売上総利益 236,513 73.9 325,014 69.6 363,967 75.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 160,212 50.1 284,454 60.9 217,402 45.2 

営業利益 76,300 23.8 40,559 8.7 146,565 30.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,236 0.4 448 0.1 903 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 1,555 0.5 39,674 8.5 2,811 0.6 

経常利益 75,980 23.7 1,333 0.3 144,657 30.0 

税引前四半期 

（当期）純利益 
75,980 23.7 1,333 0.3 144,657 30.0 

法人税、住民税 

及び事業税 
217 13,616 15,361 

法人税等調整額 － 217 0.0 △12,473 1,143 0.3 △3,029 12,331 2.5 

四半期（当期） 
純利益 

75,763 23.7 190 0.0 132,325 27.5
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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 

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 

四半期会計期間中の変動額 

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 － － 

四半期純利益 75,763 75,763 75,763 75,763 

四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

45,000 △28,250 △28,250 119,013 119,013 135,763 135,763 

平成18年12月31日残高 （千円） 203,250 15,000 15,000 746 746 218,996 218,996 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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19年３月31日残高 （千円） 203,250 15,000 15,000 57,308 57,308 275,558 － 275,558 

四半期会計期間中の変動額 

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

四半期純利益 190 190 190 190 

株主資本以外の項目の四半期 
会計期間中の変動額（純額） 

4,990 4,990 

四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

241,943 231,943 231,943 190 190 474,077 4,990 479,067 

平成19年12月31日残高 （千円） 445,193 246,943 246,943 57,498 57,498 749,635 4,990 754,626
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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 

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 

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 

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）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 

税引前四半期（当期） 

純利益 
75,980 1,333 144,657 

減価償却費 9,206 13,792 12,878 

株式交付費 － 11,154 1,370 

退職給付引当金の増減額 

（△減少額） 
227 770 304 

賞与引当金の増減額 

（△減少額） 
△2,200 △3,019 1,683 

受取利息 △7 △337 △70 

支払利息 920 1,937 1,395 

為替差損益（△為替差益） － 5,806 115 

未払消費税等の増減額 

（△減少額） 
－ △11,481 12,185 

売上債権の増減額 

（△増加額） 
△6,559 32,575 △17,750 

たな卸資産の増減額 

（△増加額） 
△22,845 3,149 △14,638 

仕入債務の増減額 

（△減少額） 
△26,358 △2,326 △31,026 

その他 16,673 487 6,070 

小計 45,037 53,843 117,175 

利息の受取額 7 337 70 

利息の支払額 △880 △1,831 △1,395 

法人税等の支払額 △290 △21,074 △304 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
43,874 31,275 115,546
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前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 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 
△12,574 △24,677 △16,748 

無形固定資産の取得による 

支出 
△4,734 △22,128 △10,629 

投資有価証券の取得による 

支出 
－ △206,336 － 

関係会社株式の取得による 

支出 
－ △55,070 － 

その他 △10 － △10 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
△17,319 △308,212 △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） 
△20,000 △63,000 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 

△5,128 △15,000 △29,084 

株式の発行による収入 29,369 452,732 28,629 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
34,241 424,732 79,969 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
15 △5,806 △115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

増加額 
60,812 141,989 168,012 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
35,608 203,621 35,608 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
※１ 96,420 345,610 203,621
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（５）注記事項 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 

商品及び仕掛品 

(1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市 

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。 

個別法による原価法によ 

っております。 

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 
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 

る当面の取り扱い」（実務対応 

報告第19号）を適用しておりま 

す。

新株発行費は、当第３四半期 

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 
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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、 当第３四半期会計期 

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。 

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 

づく当第３四半期会計期間 

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、 当第３四半期会計期 

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。 

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。 

５．四半期キャッシュ・フ 

ロー計算書（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．その他四半期財務諸表 

（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



㈱ UBIC （2158）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況 

 15  

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 

当第３四半期会計期間より、「貸借対 

照表の純資産の部の表示に関する会計基 

準（企業会計基準委員会平成17年12月９ 

日 企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適用指 

針第８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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額 

は218,996千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ 

り、当第３四半期会計期間における四半 

期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 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

────── （四半期キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの 

「未払消費税等の増減額」、「株式交付 

費」及び「為替差損益」は、前第３四半 

期会計期間は「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、前第３四半期会計期間の「その 

他」 に含まれている｢未払消費税等の増減 

額｣は6,926千円、「株式交付費」は630 

千円、「為替差損益」は△15千円であり 

ます。 

──────
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注記事項

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１. 減価償却累計額 ※１. 減価償却累計額 ※１. 減価償却累計額 

有形固定資産 16,264千円 有形固定資産 27,775千円 有形固定資産 19,498千円 

※２. 消費税等の取扱い ※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 同左 

（四半期損益計算書関係） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 ※１. 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 387千円 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 

※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 ※２. 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 920千円 支払利息 1,937千円 支払利息 1,395千円 

株式交付費 630千円 株式交付費 11,154千円 株式交付費 1,370千円 

支払手数料 16,101千円 

為替差損 10,477千円 

３. 減価償却実施額 ３. 減価償却実施額 ３. 減価償却実施額 

有形固定資産 8,380千円 有形固定資産 10,098千円 有形固定資産 11,742千円 

無形固定資産 825千円 無形固定資産 3,694千円 無形固定資産 1,309千円



㈱ UBIC （2158）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況 

 17  

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 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） 

当第３四半期会計 
期間増加株式数（株） 

当第３四半期会計 
期間減少株式数（株） 

当第３四半期会計 
期間末株式数（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。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 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） 

当第３四半期会計 
期間増加株式数（株） 

当第３四半期会計 
期間減少株式数（株） 

当第３四半期会計 
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。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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第３四半 

期会計期間末残高と四半期貸借対 

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第３四半期 

会計期間末残高と四半期貸借対照表 

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12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 96,420千円 

現金及び現金同等物 96,420千円 

現金及び預金勘定 345,610千円 

現金及び現金同等物 345,610千円 

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 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 
10,000千円 

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 

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 

約権付社債の減少額 
30,000千円
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 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） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 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。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価（千円） 
第３四半期貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 206,336 214,750 8,413 

合計 206,336 214,750 8,413 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式 55,070 

合計 55,070 

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） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 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。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 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。 

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） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期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．当第３四半期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。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期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．当第３四半期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・オプションに係る当事業年度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．当事業年度において存在したストック・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 

権利行使価格 （円） 500 500 500 

付与日における公正な評価 

単価 （円） 
－ － － 

（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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（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12 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。 

当第３四半期会計期間（自 平成 19年４月１日 至 平成 19年 12 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。 

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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 462円99銭 

１株当たり四半期純利益金額 180円77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株当たり四半期純 

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り、かつ店 

頭登録もしていない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 1,367円08銭 

１株当たり四半期純利益金額 0円36銭 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
0円33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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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株当たり四半期（当期）純利益金額 

四半期（当期）純利益（千円） 75,763 190 132,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 75,763 190 132,325 

期中平均株式数（株） 419,109 524,963 432,397 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利 

益金額 

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 46,491 － 

（内 新株予約権（株）） （－） （46,491） （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１ 

株当たり四半期（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２万株） 

────── 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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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日に払込が完了致 

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 

（千円） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 
前年同期比（％） 

コンピュータフォレンジックサービス 341,077 185.1 

フォレンジックツール販売 109,391 90.1 

フォレンジックトレーニング 11,372 101.1 

その他 5,121 155.0 

合 計 466,963 145.8 

（注）１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。


