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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）当社は、平成20年３月期末より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 614 ― △158 ― △164 ― △113 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △201.33 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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

21年3月期第3四半期 1,159 671 58.0 1,180.72
20年3月期 1,024 786 76.8 1,425.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  671百万円 20年3月期  786百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 1,272 57.0 60 △64.0 52 △51.2 16 △74.4 28.31

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．平成21年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は、平成20年４月の新株予約権行使に伴う新株発行数2,000株及び平成20年６月の新株予約権行使に伴う
新株発行数15,000株を考慮して計算しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  569,000株 20年3月期  552,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  7株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  565,508株 20年3月期第3四半期  524,963株
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 当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不

安と株価下落、急激な円高を背景に企業収益の悪化が鮮明になってきております。こうした状況を受け、各企業

は設備投資の削減や雇用調整を余儀なくされ、景気の後退感は一段と強まっております。 

 当社グループの主要事業である訴訟支援サービス（ディスカバリ（証拠開示）支援）事業については、景気の

動向に影響されない業界であると評価され、景気減速の影響は受けにくいと考えておりますが、米国大手証券会

社の経営破綻などに象徴される「百年に１度」の経済危機のもと、各企業の訴訟進捗について停滞傾向が否めな

い厳しい状況下にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは、社内におけるコスト見直し及び削減の実施、ラボ拡張工事や自動化

統合ソフトウェア等の設備投資により作業工数削減に注力したほか、日本人弁護士との連携により、従来、弁護

士事務所が行っていた証拠開示対象の閲覧作業をサポートする「証拠閲覧サービス」を平成21年１月より開始す

るなど、新規ビジネスの開拓に努めてまいりました。 

  しかしながら、一方で想定以上の急激な円高の影響による為替差損の計上や時価下落による投資有価証券評

価損の計上をした結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は614百万円、営業損失は158百万円、経常損失は

164百万円、四半期純損失は113百万円となりました。 

  

  

 （資産） 

     総資産は、前連結会計年度末と比べて134百万円増加し、1,159百万円となりました。流動資産は、前連結会

計年度末と比べて47百万円減少し、626百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加50百万円、繰延

税金資産の増加65百万円と売掛金の減少172百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末と比

べて182百万円増加し、532百万円となりました。これは主に設備投資による有形固定資産の増加47百万円、ソ

フトウェア取得による無形固定資産の増加121百万円によるものであります。 

   （負債） 

     負債合計は、前連結会計年度末と比べて249百万円増加し、487百万円となりました。流動負債は、前連結会

計年度末に比べて７百万円減少し、202百万円となりました。これは主に、１年内返済長期借入金の増加90百万

円、買掛金の減少36百万円と法人税の支払による未払法人税等の減少53百万円によるものであります。固定負

債は、前連結会計年度末と比べて256百万円増加し、284百万円となりました。これは主に長期借入金の増加255

百万円によるものであります。 

   （純資産） 

     純資産合計は、前連結会計年度末と比べて114百万円減少し、671百万円となりました。 

     これは主に、利益剰余金の減少120百万円によるものであります。 

  

  第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月31日に公

表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正しております。 

  詳細につきましては本日別途開示いたしております、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

  

   

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算出しております。また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。  

② 固定資産の減価償却費の算出方法  

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

  

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法によっておりましたが、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定

しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。  

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。  
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 348,360 297,828 

受取手形及び売掛金 158,136 330,887 

商品 252 7,851 

その他 119,707 37,398 

流動資産合計 626,456 673,966 

固定資産   

有形固定資産 109,057 61,294 

無形固定資産   

ソフトウエア 165,469 44,255 

無形固定資産合計 165,469 44,255 

投資その他の資産   

投資有価証券 185,864 184,500 

その他 72,216 60,085 

投資その他の資産合計 258,080 244,586 

固定資産合計 532,608 350,136 

資産合計 1,159,064 1,024,103 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,183 43,423 

1年内返済予定の長期借入金 117,960 27,360 

未払法人税等 753 54,115 

賞与引当金 3,582 8,971 

未払金 46,083 55,911 

その他 27,257 20,117 

流動負債合計 202,819 209,898 

固定負債   

長期借入金 280,180 24,920 

退職給付引当金 3,718 2,129 

その他 527 548 

固定負債合計 284,426 27,597 

負債合計 487,246 237,495 

純資産の部   

株主資本   

資本金 449,443 445,193 

資本剰余金 251,193 246,943 

利益剰余金 △536 119,939 

自己株式 △16 － 

株主資本合計 700,084 812,077 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,935 △18,735 

為替換算調整勘定 △10,330 △6,733 

評価・換算差額等合計 △28,265 △25,469 

純資産合計 671,818 786,607 

負債純資産合計 1,159,064 1,024,103 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 614,821 

売上原価 323,489 

売上総利益 291,332 

販売費及び一般管理費 449,358 

営業損失（△） △158,025 

営業外収益  

受取利息 959 

受取配当金 4,500 

その他 453 

営業外収益合計 5,912 

営業外費用  

支払利息 5,305 

為替差損 6,780 

その他 212 

営業外費用合計 12,299 

経常損失（△） △164,413 

特別利益  

投資有価証券売却益 600 

特別利益合計 600 

特別損失  

投資有価証券評価損 15,985 

特別損失合計 15,985 

税金等調整前四半期純損失（△） △179,798 

法人税、住民税及び事業税 397 

法人税等調整額 △66,343 

法人税等合計 △65,945 

四半期純損失（△） △113,852 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 225,344 

売上原価 110,200 

売上総利益 115,143 

販売費及び一般管理費 144,288 

営業損失（△） △29,144 

営業外収益  

受取利息 76 

営業外収益合計 76 

営業外費用  

支払利息 2,080 

為替差損 14,359 

その他 △4 

営業外費用合計 16,436 

経常損失（△） △45,504 

特別利益  

投資有価証券売却益 600 

特別利益合計 600 

特別損失  

投資有価証券評価損 15,985 

特別損失合計 15,985 

税金等調整前四半期純損失（△） △60,889 

法人税、住民税及び事業税 252 

法人税等調整額 △18,356 

法人税等合計 △18,103 

四半期純損失（△） △42,786 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △179,798 

減価償却費 48,771 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,589 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,388 

受取利息及び受取配当金 △5,459 

支払利息 5,305 

為替差損益（△は益） 3,718 

投資有価証券売却損益（△は益） △600 

投資有価証券評価損益（△は益） 15,985 

売上債権の増減額（△は増加） 169,074 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,544 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,255 

仕入債務の増減額（△は減少） △35,891 

未払消費税等の増減額（△は減少） △669 

未払金の増減額（△は減少） △32,753 

その他 7,437 

小計 △20,389 

利息及び配当金の受取額 5,144 

利息の支払額 △5,305 

法人税等の支払額 △53,051 

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,602 

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 △72,600 

無形固定資産の取得による支出 △121,249 

差入保証金の差入による支出 △13,288 

投資有価証券の取得による支出 △19,336 

投資有価証券の売却による収入 3,936 

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,538 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △54,140 

株式の発行による収入 8,500 

自己株式の取得による支出 △16 

配当金の支払額 △6,624 

財務活動によるキャッシュ・フロー 347,719 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,047 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,531 

現金及び現金同等物の期首残高 297,828 

現金及び現金同等物の四半期末残高 348,360 
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

   

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  437,465  177,355  614,821  －  614,821

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 70,814  1,448  72,263  △72,263  －

  計  508,280  178,804  687,084  △72,263  614,821

 営業利益  △123,263  △34,762  △158,025  －  △158,025

〔海外売上高〕 

   米国  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  151,964        1,100        153,064

Ⅱ 連結売上高（千円）                   614,821

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 24.7  0.2         24.9

㈱ＵＢＩＣ　(2158)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

8


	平成21年3月期第3四半期決算短信（サマリー）20090210
	バインダ1.pdf
	定性的情報_20090210_2
	財務諸表_20090210_3
	セグメント.pdf




