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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

 （注）当社は、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成19年３月期の数値及び対前期増減率

については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％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 ％

20年３月期 810 － 166 － 106 － 62 －

19年３月期 － － － － － － － －

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 ％ ％ ％

20年３月期 117 80 108 02 11.8 14.6 20.6

19年３月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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 1,024 786 76.8 1,425 01

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年３月期 786百万円 19年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・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 △29 △265 409 297

19年３月期 － － － －

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － － － －

20年３月期 － － 12 00 12 00 6 10.2 1.2

21年３月期（予想） － － 12 00 12 00 － 3.3 －

 （注）20年３月期期末配当金の内訳　記念配当４円00銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期累計期間増減率）

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

第２四半期連結
累計期間

754 － 109 － 108 － 64 － 116 35

通期 1,746 115.6 343 105.7 342 220.6 202 223.7 367 25

 ※対前年第２四半期連結累計期間増減率については、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため記載をしておりません。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 １社 （社名　UBIC North America,Inc.） 除外 －社 （社名　－）

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結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（連結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

(3）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） 20年３月期 552,000株 19年３月期 －株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年３月期 746 55.0 126 △13.5 69 △52.0 40 △69.3

19年３月期 481 － 146 － 144 － 132 －

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

円 銭 円 銭

20年３月期 76 39 70 05

19年３月期 306 03 － －

(2）個別財政状態

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 986 771 78.2 1,397 33

19年３月期 438 275 62.9 582 58

（参考）自己資本 20年３月期 771百万円 19年３月期 275百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期累計期間増減率）

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

第２四半期
累計期間

575 110.5 66 472.9 74 － 44 － 80 32

通期 1,312 75.7 248 96.2 269 287.6 159 293.2 289 32

※　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、「３ページ１.経営成績（1）経営成績の分

析をご覧ください。
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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

 　　 当社グループの主要事業であるコンピュータフォレンジック関連事業を取り巻く環境につきましては、2006年12月

に米国において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、企業間のコンプライアンスへの対応が急がれる中、

内部不正及び情報漏えいに係る事件の頻発に伴う調査や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。また、企業におけるIT化が進み、業務中の文書の取り扱いが急激に増えた結

果、当社グループの主要業務であるディスカバリ（証拠開示）支援サービスの需要が拡大しております。

 　 　このような情勢の下、当社グループは、電子証拠開示が要求される国際訴訟の中心地である米国に、案件獲得に対

する営業力の強化と取引先ならびに弁護士事務所との連携の強化を目的とし、2007年12月８日付で当社全額出資によ

る子会社設立をいたしました。その結果、米国の大手法律事務所から直接日本企業の大型案件の獲得に成功いたしま

した。

 　 　また、更なるディスカバリ（証拠開示）支援サービス事業拡充へ向け、社内工数の大幅削減及び合理化を目的とす

る検索システムに係る研究開発の投資や大型案件の獲得に不可欠であるオンラインレビューアの開発投資及び強化を

行いました。

 　以上の結果、当連結会計年度の売上高は810百万円、営業利益は166百万円、経常利益は106百万円、当期純利益は

62百万円となりました。

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。

   事業部門別の業績は以下のとおりです。

   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）支援サービスにつきましては、米国子会社設立をはじめとし、米国での広報宣伝活動の

注力による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グループの認知度向上が、新規関与

先の増加及びリピートオーダーの獲得に繋がったこと、また、事業拡充に向け、検索システムやオンラインレビュー

アの開発投資により大型案件の獲得に成功した結果、売上高は474百万円となりました。

   　コンピュータフォレンジック調査サービスにつきましては、セミナーの定期的開催などにより積極的に啓蒙活動を

続けてまいりましたが、当初予想の売上増加にはつながらず、売上高は192百万円となりました。

   　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666百万円となりました。

   ②フォレンジックツール販売事業

   　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も加

わり、売上高は121百万円となりました。

   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により、売上高は18百万円となりました。

   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係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。

 （次期の見通し）

　　　次期におきましては、ディスカバリ（証拠開示）支援サービスに係る設備や人材の充実を主とし、更なる大型案

件獲得に向けた営業力強化、案件処理能力向上のための設備増強及び人員増員、プロダクション（証拠書類を提出す

る際に画像（Ｔｉｆｆファイル）化する作業）などの対応可能なディスカバリ（証拠開示）工程の開発及びビジネス

獲得、ペーパーディスカバリ事業の強化、コンピュータフォレンジック技術をコア・コンピタンスとしたリーガルハ

イテクノロジー分野においての新規ビジネスの開拓など積極的に取り組んでまいります。

　上記の事業活動に伴う次期業績の見通しは以下のとおりです。

 　連結業績では、売上高1,746百万円（前連結会計年度比115.6％増）営業利益343百万円（同105.7％増）経常利益342百

万円（同220.6％増）当期純利益202百万円（同223.7％増）と予想しております。
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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

 　　　当連結会計年度末における総資産は1,024百万円、負債は237百万円、純資産は786百万円となり、自己資本比率は

76.8％となりました。

　②キャッシュ・フローの状況

　　当連結会計年度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297百万円となりました。

　当連結会計年度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△29百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益106百万円、減価

償却費20百万円、売上債権の増加229百万円、未払金の増加25百万円、法人税等の支払23百万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265百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出216百万円に

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409百万円となりました。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。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

 自己資本比率（％） 39.4 62.9 76.8

 時価ベースの自己資本比率（％） － － 242.6

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 83.0 －

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） － 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）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月期及び平成20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・ガバレッジ・レシオにつきましては、記載しておりません。

（注５）平成20年３月期より、連結ベースで作成しております。

(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、株主還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。当期は、マザーズ市場上場記念配当を含め１

株当たり12円の配当を予定しております。次期の配当金につきましても、内部留保を勘案しつつ、当期の配当と同程

度以上の配当を目指してまいります。
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(4）事業等のリスク

 　以下において、当社グループ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。

　当社グループは、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、決算短信提出日現在において当社グループが

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

　当社グループ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）。当社グループは、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、当社グループの事業及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。　

②　法的規制について

　当社グループ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、当社グループが

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、当社グループ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、当社グループ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、当社グループ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、当社グループ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。他社がノウハウを蓄積し、それに対し当社グループが差

別化を図れなかった場合には当社グループの事業及び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

　当社グループは、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、当社グループの

扱うフォレンジックツール及び当社グループ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、当社グループの事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 ⑤　事業所の一極集中について

　当社は東京都港区一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備え、外部のデータセンター利用など対策

を施しておりますが、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、当社グループ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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２．事業特性に関する事項

①　情報の管理について

　当社グループの事業では、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、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、当社グループサイト上に個人情報保護ポリシーを掲示して取り組みを明示しております。また当社グループの全

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、当社グループ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、当社グループへの損害賠償請

求や信用の低下等により、当社グループ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　事業の拡大に伴う経営管理体制の確立について

　当社グループは、平成20年３月31日現在、取締役４名、監査役４名、連結ベースでの従業員32名（臨時従業員除く）

と成長過程にあり、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、当社グループの組織的な業務運営に支障が生じ、当社グループ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

　当社グループでは、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、当社グループの経営活動に支障が生じ、当社グループの事業及び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

　当社グループは、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

けでは今後の当社グループ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５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 第５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  平成20年３月

 売上高（千円） 2,650 7,931 190,933 481,580 810,250

 経常利益又は経常損失（△）（千円） △15,557 △43,168 △59,665 144,657 106,724

 当期純利益又は当期損失（△）

（千円）
△15,557 △42,754 △59,955 132,325 62,631

 純資産額（千円） 3,942 56,688 83,232 275,558 786,607

 総資産額（千円） 46,504 155,895 211,228 438,157 1,024,103

（注）１．上記第２期以降の数値については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受け

ておりますが、第１期につきましては当該監査をうけておりません。

　　　２．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。

　　　３．第５期については連結財務諸表作成初年度であるため、連結財務諸表の数値を記載し、第４期以前は個別財

務諸表の数値を記載しております。
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 ⑤　為替相場の変動について

　当社グループ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、当社グループ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って行っており、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グループの経営成績に影響

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20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56,600株であり、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
 　当社グループは、当社及び米国子会社１社で構成され、コンピュータフォレンジック関連事業を行っております。

 

 

サービスの提供 

◆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 

コンピュータフォレンジック調査サービス 

 

 

 

サービスの提供 

 
◆フォレンジックツール販売 

 
◆フォレンジックトレーニング 

  

 

 

 

 

 

 

 
顧 客 

 

 

業務提携会社 

連結子会社 

UBIC Ｎorth 

America,Inc. 

 

 

 

 

 

当 社 

フォレンジックツール開発企業 

 

 

 

販売 

トレーニング実施 

販売代理店 

販売 販売 

当社グループ 

直販 

業務委託 サービスの提供 

サービスの提供 

業務委託 業務委託 

業務委託 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループ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。

 当社グループ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向上に貢献することに努め、以下の３点を基本方針といたします。

①コンピュータフォレンジックの世界的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」体制の確立

③わが国におけるリーガルハイテクノロジー市場の開拓

　当社グループはコンピュータフォレンジック技術をコア・コンピタンスとして、リーガルハイテクノロジー分野に

おける高品質なサービスを提供することによって、お客様の企業価値を高め、その対価として利益を上げてまいりま

す。そしてリーガルハイテクノロジーを通じて「企業の誇りを守りたい。」 という当社グループの経営理念にご賛

同いただいた株主様にその利益を還元してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、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グルー

プ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

当社グループは、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

　当社グループの主要事業として、ディスカバリ（証拠開示）支援サービスがありますが、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てまいります。

③　海外拠点展開

　当社グループは、電子証拠開示が要求される国際訴訟の中心地である米国に、案件獲得に対する営業力の強化と取

引先ならびに弁護士事務所との連携の強化を目的とし、2007年12月８日付で当社全額出資による子会社設立をいたし

ました。今後は、米国のみならず、中国をはじめとするアジア地域の市場開拓も視野に入れたグローバルな活動を

行ってまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

　現在当社グループは、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

　2005年４月に施行された個人情報の保護に関する法律や2007年９月施行の金融商品取引法により、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、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  米国における事業体制の確立

　当社グループは、案件獲得に対する営業力の強化と取引先ならびに弁護士事務所との連携の強化を目的とし、2007

年12月８日付で米国子会社を設立いたしました。今後は、米国国内における電子証拠処理能力の保持及びさらなる営

業体制の拡充に努めるとともに、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及び事業

体制の確立に取り組んでまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   297,828  

２．売掛金   330,887  

３．たな卸資産   10,154  

４．繰延税金資産   8,760  

５．その他   26,335  

流動資産合計   673,966 65.8

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  29,227   

減価償却累計額  6,586 22,640  

(2）工具器具備品  64,638   

減価償却累計額  25,983 38,654  

有形固定資産合計   61,294 6.0

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   44,255  

無形固定資産合計   44,255 4.3

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   184,500  

(2）繰延税金資産   25,197  

(3）その他   34,888  

投資その他の資産合計   244,586 23.9

固定資産合計   350,136 34.2

資産合計   1,024,103 100.0
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当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   43,423  

２．一年以内返済予定
長期借入金

  27,360  

３．未払金   55,911  

４．未払法人税等   54,115  

５．賞与引当金   8,971  

６．その他   20,117  

流動負債合計   209,898 20.5

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   24,920  

２. 退職給付引当金   2,129  

３. 繰延税金負債   548  

固定負債合計   27,597 2.7

負債合計   237,495 23.2

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   445,193 43.5

２．資本剰余金   246,943 24.1

３．利益剰余金   119,939 11.8

株主資本合計   812,077 79.4

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券
　　評価差額金

  △18,735 △1.9

２．為替換算調整勘定   △6,733 △0.7

評価・換算差額等合計   △25,469 △2.6

純資産合計   786,607 76.8

負債純資産合計   1,024,103 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   810,250 100.0

Ⅱ　売上原価   232,816 28.7

売上総利益   577,434 71.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,２  410,523 50.7

営業利益   166,911 20.6

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  1,141   

２．その他  112 1,254 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  2,392   

２．支払手数料  16,101   

３．為替差損  31,280   

４．株式交付費  11,154   

５．その他  511 61,441 7.6

経常利益   106,724 13.2

税金等調整前当期純利益   106,724 13.2

法人税、住民税及び事業
税

 61,655   

法人税等調整額  △17,562 44,092 5.5

当期純利益   62,631 7.7
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高　
（千円）

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

連結会計年度中の変動額         

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

当期純利益   62,631 62,631    62,631

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額）

    △18,735 △6,733 △25,469 △25,469

連結会計年度中の変動額
合計（千円）

241,943 231,943 62,631 536,518 △18,735 △6,733 △25,469 511,049

平成20年３月31日残高　
（千円）

445,193 246,943 119,939 812,077 △18,735 △6,733 △25,469 786,607

 （注）１.　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成19年３月31日残高は、当社の個別財務諸表

の金額によっております。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  106,724

減価償却費  20,610

株式交付費  11,154

退職給付引当金の増減額
（△減少額）

 1,109

賞与引当金の増減額（△減少額）  3,725

受取利息  △1,141

支払利息  2,392

為替差損益  16,312

売上債権の増減額（△増加額）  △229,132

たな卸資産の増減額（△増加額）  4,377

仕入債務の増減額（△減少額）  46,758

未払消費税等の増減額
（△減少額）

 △11,515

未払金の増減額（△減少額）  25,764

その他  △1,254

小計  △4,114

利息の受取額  1,141

利息の支払額  △2,392

法人税等の支払額  △23,675

営業活動によるキャッシュ・フロー  △29,040

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  △27,572

無形固定資産の取得による支出  △21,290

投資有価証券の取得による支出  △216,089

その他  △762

投資活動によるキャッシュ・フロー  △265,715
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当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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）

 △70,424

長期借入れによる収入  50,000

長期借入金の返済による支出  △23,220

株式の発行による収入  452,732

財務活動によるキャッシュ・フロー  409,088

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △20,124

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　　（△減少額）

 94,207

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  203,621

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 297,828
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　　UBIC North America,Inc.

　　UBIC North America,Inc.は、当連結

会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。

(2）非連結子会社

該当事項はありません。

２．連結子会社の決算日に関する事

項

  　連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

３．会計処理基準に関する事項  

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

イ　有価証券

　 その他有価証券

　 時価のあるもの

 　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。

ロ　たな卸資産

 　　商品

　個別法による原価法によっておりま

す。

 　　貯蔵品

　先入先出法による原価法によってお

ります。

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

イ　有形固定資産

定率法によっております。また、在

外子会社は定額法を採用しております。

　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

ロ　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。

(3）重要な繰延資産の処理方法 イ　株式交付費

支出時に全額費用処理をしておりま

す。
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項目

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

　(4)重要な引当金の計上基準 イ　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、当連結会計年度においては、

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。

　ロ　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連結会計年度費

用負担額を計上しております。

　ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計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)その他連結財務諸表作成のた

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。

４．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項　

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用し

ております。

５．連結キャッシュ・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。
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注記事項

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 50,600千円

給与手当　 66,861千円

賞与引当金繰入額 5,655千円

支払手数料 113,953千円

研究開発費 31,341千円

減価償却費 3,879千円

※２　研究開発費の総額

　　　一般管理費に含まれる研究開発費　　31,341千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
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

（1）配当金支払額

 　　　　　　　該当事項はありません。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　 次のとおり、決議を予定をしております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 6,624 利益剰余金 12 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 297,828千円

現金及び現金同等物 297,828千円

　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
10,000千円

転換による転換社債型新株予約権付

社債減少額
10,000千円

（リース取引関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 216,089 184,500 △31,589

小計 216,089 184,500 △31,589

合計 216,089 184,500 △31,589

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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。

 

（退職給付関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

連結財務諸表提出会社が、退職一時金制度のみを採

用しております。

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 2,129千円

退職給付引当金 2,129千円

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 1,109千円

退職給付費用 1,109千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

連結財務諸表提出会社が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。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

　当連結会計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）    

前連結会計年度末  － 28,000 3,800

付与  － － －

失効  － － 200

権利確定  － 28,000 3,600

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  25,000 － －

権利確定  － 28,000 3,600

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  25,000 28,000 3,600
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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） － － －
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成20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

繰延税金資産  

（流動資産）  

賞与引当金否認 3,650千円

未払事業税否認 3,444千円

その他 2,576千円

繰延税金資産　小計 9,671千円

評価性引当額 △910千円

繰延税金資産　合計 8,760千円

（固定資産）  

退職給付引当金否認 866千円

その他有価証券評価差額金 12,853千円

研究開発費否認 11,477千円

繰延税金資産　合計 25,197千円

繰延税金負債  

（固定負債）  

在外子会社の減価償却費 548千円

繰延税金負債　合計 548千円

繰延税金資産の純額 33,410千円

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

     　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　          当社グループは、同一セグメントに属するコンピュータフォレンジック関連事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 679,678 130,572 810,250 － 810,250

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
66,955 － 66,955 △66,955 －

計 746,633 130,572 877,205 △66,955 810,250

営業費用 619,868 90,427 710,295 △66,955 643,339

営業利益 126,765 40,146 166,911 － 166,911

Ⅱ　資産 986,165 160,631 1,146,796 △122,693 1,024,103

　（注）１.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２.　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。

　　　　３.　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 296,398 296,398

Ⅱ　連結売上高（千円） － 810,250

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
36.6 36.6

　（注）１.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２.　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

（1）法人主要株主等

属性
会社等の名称

 
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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

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

2,905,422
ソフト受

託開発業

（被所有）

直接　11.4

（所有）

直接　4.9

－

当社商品

の販売

及び仕入

外注先

当社商品等

の販売

（注）２．

130,742 売掛金 11,013

固定資産の

取得

（注）２．

42,458 未払金 16,299

　（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．販売及び固定資産の取得の取引価格は、一般的取引と同様に決定しております。

㈱ＵＢＩＣ　（2158）平成 20 年３月期　決算短信

－ 25 －



（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,425円01銭

１株当たり当期純利益金額 117円80銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
108円02銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 62,631

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 62,631

期中平均株式数（株） 531,684

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 　　　 　　　48,100

（うち新株予約権） 　　　 　　　（48,100）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

　─────
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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   203,621   261,160   

２．受取手形   5,299   －   

３．売掛金  ※１  106,865   275,189   

４．商品   15,048   7,851   

５．貯蔵品   417   2,302   

６．前払費用   16,173   23,262   

７．繰延税金資産   2,905   7,799   

８．その他   2,797   5,475   

流動資産合計   353,129 80.6  583,043 59.1 229,913

Ⅱ　固定資産         

１. 有形固定資産         

(1) 建物  16,940   29,227    

減価償却累計額  3,517 13,422  6,586 22,640   

(2) 工具器具備品  42,175   63,216    

減価償却累計額  15,981 26,193  25,945 37,270   

有形固定資産合計   39,616 9.0  59,911 6.1 20,294

２. 無形固定資産         

(1) ソフトウェア   11,100   44,255   

無形固定資産合計   11,100 2.5  44,255 4.5 33,155

３. 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   －   184,500   

(2) 関係会社株式   －   55,070   

(3) 出資金   10   10   

(4) 繰延税金資産   124   25,197   

(5) 差入保証金   34,177   34,177   

投資その他の資産合計   34,311 7.9  298,955 30.3 264,643

固定資産合計   85,028 19.4  403,122 40.9 318,093

資産合計   438,157 100.0  986,165 100.0 548,007
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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   2,520   43,423   

２．短期借入金   70,424   －   

３．一年内返済予定長期借
入金

  10,800   27,360   

４．未払金   2,922   48,230   

５．未払費用   4,784   5,497   

６．未払法人税等   16,583   39,687   

７. 未払消費税等   12,185   669   

８．前受金   10,185   11,015   

９．預り金   1,228   2,935   

10．賞与引当金   5,245   8,971   

流動負債合計   136,879 31.2  187,790 19.1 50,911

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債型新株予約権
付社債

  10,000   －   

２．長期借入金   14,700   24,920   

３．退職給付引当金   1,019   2,129   

固定負債合計   25,719 5.9  27,049 2.7 1,329

負債合計   162,598 37.1  214,839 21.8 52,240
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   203,250 46.4  445,193 45.1 241,943

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  15,000   246,943    

資本剰余金合計   15,000 3.4  246,943 25.0 231,943

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  57,308   97,924    

利益剰余金合計   57,308 13.1  97,924 9.9 40,615

株主資本合計   275,558 62.9  790,061 80.0 514,503

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △18,735 △1.8 △18,735

評価・換算差額等合計   － －  △18,735 △1.8 △18,735

純資産合計   275,558 62.9  771,325 78.2 495,767

負債純資産合計   438,157 100.0  986,165 100.0 548,007
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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  139,960   119,060    

２．役務提供収入  341,620 481,580 100.0 627,573 746,633 100.0 265,052

Ⅱ　売上原価         

１．商品売上原価         

商品期首たな卸高  793   15,048    

当期商品仕入高  74,685   32,454    

合計  75,478   47,502    

商品期末たな卸高  15,048   7,851    

差引  60,430   39,650    

２．役務提供原価  57,182 117,613 24.4 192,685 232,335 31.1 114,722

売上総利益   363,967 75.6  514,298 68.9 150,330

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  19,375   31,555    

２．役員報酬  27,476   50,600    

３．給与手当  53,427   64,464    

４．賞与引当金繰入額  4,117   5,655    

５．退職給付費用  304   650    

６. 法定福利費  10,649   15,370    

７. 旅費交通費  5,926   14,505    

８．減価償却費  3,598   3,837    

９．賃借料  33,109   24,737    

10．支払手数料  33,437   107,101    

11. 研究開発費  ※１ －   31,341    

12．その他  25,978 217,402 45.2 37,712 387,532 51.9 170,130

営業利益   146,565 30.4  126,765 17.0 △19,800
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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  70   884    

２．為替差益  138   －    

３．賞与引当金戻入益  624   －    

４．その他  69 903 0.2 112 996 0.1 93

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,395   2,392    

２．株式交付費  1,370   11,154    

３．為替差損  －   28,629    

４．支払手数料  －   16,101    

５．その他  45 2,811 0.6 3 58,281 7.8 55,470

経常利益   144,657 30.0  69,480 9.3 △75,177

税引前当期純利益   144,657 30.0  69,480 9.3 △75,177

法人税、住民税及び事
業税

 15,361   45,977    

法人税等調整額  △3,029 12,331 2.5 △17,113 28,864 3.9 16,532

当期純利益   132,325 27.5  40,615 5.4 △91,709
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役務提供原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

Ⅰ　労務費  16,822 29.4 66,849 34.7  

Ⅱ　経費 ※１ 40,359 70.6 125,836 65.3  

当期役務提供費用  57,182 100.0 192,685 100.0 135,502

合計  57,182  192,685  135,502

当期役務提供原価  57,182  192,685  135,502

       

　※１　主な内訳は次のとおりです。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

減価償却費 9,452千円

賃借料 16,830千円

水道光熱費 2,318千円

消耗品費 4,548千円

ライセンス料 3,535千円

外注費 47,993千円

減価償却費 16,731千円

賃借料 27,831千円

水道光熱費 4,355千円

消耗品費 16,105千円

ライセンス料 4,090千円

　（注）　原価計算は、個別原価計算制度を採用しております。
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(3）株主資本等変動計算書

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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額          

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

当期純利益    40,615 40,615 40,615   40,615

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

      △18,735 △18,735 △18,735

事業年度中の変動額合計（千円） 241,943 231,943 231,943 40,615 40,615 514,503 △18,735 △18,735 495,767

平成20年３月31日残高　（千円） 445,193 246,943 246,943 97,924 97,924 790,061 △18,735 △18,735 771,325
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 　  ※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に記載しております。

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

  

税引前当期純利益  144,657

減価償却費  12,878

株式交付費  1,370

退職給付引当金の増減額
（△減少額）

 304

賞与引当金の増減額
（△減少額）

 1,683

受取利息  △70

支払利息  1,395

為替差損  115

未払消費税等の増減額
（△減少額）

 12,185

売上債権の増減額
（△増加額）

 △17,750

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △14,638

仕入債務の増減額
（△減少額）

 △31,026

その他  6,070

小計  117,175

利息の受取額  70

利息の支払額  △1,395

法人税等の支払額  △304

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 115,546
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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）

区分
注記
番号

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

 △16,748

無形固定資産の取得による
支出

 △10,629

その他  △10

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △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  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

 △29,084

株式の発行による収入  28,629

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 79,969

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △115

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  168,012

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 35,608

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

※１ 203,621
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

──────

 

(1)子会社株式

　移動平均法による原価法によっており

ます。

  (2)その他有価証券

　 時価のあるもの

　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。

(1)商品

同左

 (2)貯蔵品

　先入先出法による原価法によっており

ます。

(2)貯蔵品

同左

３．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

(1)有形固定資産

同左

 (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。

(2)無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費 (1)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。

 （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
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．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。

(1)貸倒引当金

同左

 (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。

(2)賞与引当金

同左

 (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。

(3)退職給付引当金

同左

６．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。

─────

７．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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

 ──────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　　　　　　　 ────── ※１．関係会社項目

 　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

 　売掛金  64,464千円

 　  

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　　　　　　　 ────── ※１.　一般管理費に含まれる研究開発費は、31,341千円

であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

 

※当事業年度における「発行済株式の種類及び総数に関する事項」、「新株予約権及び自己新株予約権に関する

事項」、「配当に関する事項」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　  ※当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表における注記事項として記

載しております。

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

（平成19年３月31日現在）

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
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（リース取引関係）

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

※当事業年度における「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価のあるものは除く。）については、連

結財務諸表における注記事項として記載しております。

 

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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（デリバティブ取引関係）

※当事業年度における「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載してお

ります。

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。

（退職給付関係）

　※当事業年度における「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前事業年度
（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。

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 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。
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（ストック・オプション等関係）

　※当事業年度における「ストック・オプション等関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載

しております。

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。
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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） 500 500 500

行使時平均株価 （円） － － －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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  

（流動資産）  

賞与引当金否認 2,402千円

未払事業税否認 502千円

繰延税金資産計 2,905千円

  

  

（固定資産）  

退職給付引当金否認 124千円

繰延税金資産計 124千円

  

繰延税金負債 －

繰延税金資産  

（流動資産）  

賞与引当金否認 3,650千円

未払事業税否認 3,444千円

その他 1,615千円

繰延税金資産　小計 8,710千円

評価性引当額 △910千円

繰延税金資産計 7,799千円

  

（固定資産）  

退職給付引当金否認 866千円

その他有価証券評価差額金 12,853千円

研究開発費否認 11,477千円

繰延税金資産計 25,197千円

  

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％

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％

     　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

（持分法損益等）

※当事業年度における「持分法損益等」については、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

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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（関連当事者との取引）

※当事業年度における「関連当事者との取引」については、連結財務諸表における注記事項として記載しており

ます。

前事業年度（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

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 守本　正宏 － －

当社代表

取締役社

長

（被所有）

直接　42.2
－ －

当社借入金

の被保証

（注）２．

84,584 － －

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

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

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 1,397円33銭

１株当たり当期純利益金額 76円39銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
70円05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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 132,325 40,615

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 132,325 40,615

期中平均株式数（株） 432,397 531,684

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 48,100

（うち新株予約権）  （－）  （48,100）

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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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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