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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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、21年３月期第１四半期の対前年同四半期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 ％

22年3月期第1四半期 403 55.8 29 78.2 20 △35.9 13 △29.6
21年3月期第1四半期 258 ― 16 ― 32 ― 19 ―

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

22年3月期第1四半期 23.86 22.67
21年3月期第1四半期 34.53 31.92

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

22年3月期第1四半期 1,189 668 56.2 1,174.48
21年3月期 1,195 685 57.3 1,204.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  668百万円 21年3月期  685百万円

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

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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

457 17.5 △210 ― △209 ― △210 ― △369.20

通期 1,397 37.6 73 ― 69 ― 60 ― 106.99
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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）  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、４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） 

(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 
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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 569,000株 21年3月期  569,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7株 21年3月期  7株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 568,993株 21年3月期第1四半期 558,450株
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  当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国の経済は、企業収益の

大幅な悪化によって設備投資が急激に落ち込むなど、極めて厳しい状況で推移しました。また、米国発の金融

不安に端を発して実体経済をも蝕み始めていた世界経済は、各国の政策協調により最悪期を脱しつつあるもの

と見受けられます。全体的には日本経済の下げ止まりの動きが目立ち、内閣府の6月の月例経済報告では、「景

気は、厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられる」としており、日本銀行及び内閣府は5月、

6月と景気判断を上方修正いたしました。 

  このような状況の下、当社グループの主要事業であるディスカバリー（証拠開示)支援サービス事業を取り巻

く環境においては、依然として不透明な状況ではありますが、昨年より停滞していた米国内での訴訟状況が動

き出す傾向が見られます。当社グループは、これまでも取り組んで参りましたグローバル企業の国際訴訟に貢

献するため、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業務知識と経験を活かすと共に、

訴訟支援サービスにおけるサービス地域拡大のための多言語解析能力（中国語・韓国語などのアジア言語）の

技術開発や米国子会社による在米日系子会社に対する直接アプローチの強化、香港営業所設立をはじめとする

アジア地域の市場開拓に向け、営業活動の開始と案件獲得に注力して参りました。さらに国内においては引き

続き日本企業への積極的な営業活動と、訴訟支援サービスメニュー拡大の開拓、法律事務所と連携し、当社グ

ループが提供するセミナー開催による啓蒙活動に注力し努力して参りました。 

 以上の結果、昨年からの継続大型案件や新規案件の獲得増加により当第１四半期連結会計期間の売上高は

403,110千円（前年同四半期比55.8％増）、営業利益は29,108千円（前年同四半期比78.2％増）、経常利益は

20,912千円（前年同四半期比35.9％減）、四半期純利益は13,575千円（前年同四半期比29.6％減）となりまし

た。 

     

  （１）資産、負債及び純資産の状況 

        （資産） 

      総資産は、前連結会計年度末と比べて5,984千円減少し、1,189,974千円となりました。 

      流動資産は、前連結会計年度末と比べて12,030千円増加し、699,725千円となりました。これは主に現金及び

預金の増加138,743千円、売掛金の減少133,729千円によるものです。 

      固定資産は、前連結会計年度末と比べて18,015千円減少し、490,249千円となりました。これは主にソフトウ

ェア取得による無形固定資産の増加16,433千円、投資有価証券の減少28,800千円によるものです。 

    （負債） 

      負債合計は、前連結会計年度末と比べて10,851千円増加し、521,703千円となりました。 

      流動負債は、前連結会計年度末と比べて32,031千円増加し、286,335千円となりました。これは主に未払金の

増加25,186千円によるものです。 

      固定負債は、前連結会計年度末と比べて21,179千円減少し、235,367千円となりました。これは主に長期借入

金の減少28,160千円によるものです。  

    （純資産） 

      純資産合計は、前連結会計年度末と比べて16,836千円減少し、668,271千円となりました。 

     これは主に、利益剰余金の増加13,575千円、その他有価証券評価差額金の減少28,800千円によるものでありま

す。 

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
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 （２）キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ138,746千円増加し、486,403千円となりました。 

   当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と、その主な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172,560千円（前年同四半期比81,601千円増）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益20,912千円、減価償却費17,428千円、売上債権の減少126,355千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942千円（前年同四半期比39,245千円減）となりました。これは主に無形固定

資産の取得による支出670千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）  

   財務活動により使用した資金は30,540千円（前年同四半期は290,036千円の収入）となりました。これは長期

借入れの返済による支出30,540千円によるものであります。 

       

   当第１四半期における業績は概ね計画どおり推移しており、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。   

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 486,535 347,791 

売掛金 158,445 292,174 

商品 252 252 

その他 54,492 52,458 

貸倒引当金 － △4,982 

流動資産合計 699,725 687,694 

固定資産   

有形固定資産 92,063 99,066 

無形固定資産   

ソフトウエア 172,702 156,269 

その他 1,370 － 

無形固定資産合計 174,072 156,269 

投資その他の資産   

投資有価証券 175,964 204,764 

破産更生債権等 4,982 － 

その他 48,148 48,163 

貸倒引当金 △4,982 － 

投資その他の資産合計 224,112 252,928 

固定資産合計 490,249 508,264 

資産合計 1,189,974 1,195,959 

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,040 70,534 

1年内返済予定の長期借入金 112,880 115,260 

未払法人税等 486 1,764 

賞与引当金 3,911 6,626 

未払金 62,373 37,187 

その他 29,643 22,932 

流動負債合計 286,335 254,304 

固定負債   

長期借入金 222,800 250,960 

退職給付引当金 4,892 4,290 

その他 7,675 1,296 

固定負債合計 235,367 256,547 

負債合計 521,703 510,851 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 449,443 449,443 

資本剰余金 251,193 251,193 

利益剰余金 17,411 3,835 

自己株式 △16 △16 

株主資本合計 718,032 704,456 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,139 △11,339 

為替換算調整勘定 △9,621 △8,009 

評価・換算差額等合計 △49,761 △19,349 

純資産合計 668,271 685,107 

負債純資産合計 1,189,974 1,195,959 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 258,784 403,110 

売上原価 99,541 227,989 

売上総利益 159,242 175,120 

販売費及び一般管理費 142,909 146,011 

営業利益 16,333 29,108 

営業外収益   

受取利息 360 90 

受取配当金 4,500 － 

為替差益 11,801 － 

その他 742 － 

営業外収益合計 17,405 90 

営業外費用   

支払利息 1,054 2,175 

為替差損 － 6,110 

その他 40 － 

営業外費用合計 1,095 8,286 

経常利益 32,643 20,912 

税金等調整前四半期純利益 32,643 20,912 

法人税、住民税及び事業税 7,390 4,919 

法人税等調整額 5,967 2,417 

法人税等合計 13,358 7,337 

四半期純利益 19,285 13,575 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30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利益 32,643 20,912 

減価償却費 12,130 17,428 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 456 601 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,185 △2,714 

受取利息及び受取配当金 △4,860 △90 

支払利息 1,054 2,175 

為替差損益（△は益） 4,051 2,880 

売上債権の増減額（△は増加） 157,730 126,355 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,011 － 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,623 △10,653 

仕入債務の増減額（△は減少） △37,004 6,796 

未払消費税等の増減額（△は減少） △669 － 

未払金の増減額（△は減少） △13,126 88 

その他 3,580 11,557 

小計 144,187 175,337 

利息及び配当金の受取額 360 90 

利息の支払額 △1,054 △2,318 

法人税等の支払額 △52,534 △548 

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,959 172,560 

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 △18,361 △272 

無形固定資産の取得による支出 △8,537 △670 

差入保証金の差入による支出 △13,288 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,187 △942 

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 300,000 － 

長期借入金の返済による支出 △11,840 △30,540 

株式の発行による収入 8,500 － 

配当金の支払額 △6,624 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 290,036 △30,540 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,332 △2,332 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 336,476 138,746 

現金及び現金同等物の期首残高 297,828 347,657 

現金及び現金同等物の四半期末残高 634,304 486,403 
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

  

         前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

         当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

（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  207,966  50,817  258,784  －  258,784

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 21,148  －  21,148  △21,148  －

計  229,114  50,817  279,932  △21,148  258,784

営業利益又は損失（△）  17,961  △1,628  16,333  －  16,333

  
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  143,006  260,104  403,110  －  403,110

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 171,690  9,776  181,467  △181,467  －

計  314,696  269,881  584,577  △181,467  403,110

   営業利益  5,646  23,462  29,108  －  29,108

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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