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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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２四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2四半期 606 55.8 △39 ― △70 ― △72 ―
21年3月期第2四半期 389 ― △128 ― △118 ― △71 ―

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2四半期 △126.83 ―
21年3月期第2四半期 △126.06 ―

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2四半期 1,061 552 52.0 967.25
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2四半期  552百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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  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

通期 1,397 37.6 73 ― 69 ― 60 ― 106.78

1



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 
※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．平成22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21年９月の新株予約権行使に伴う新株発行数2,000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 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2四半期 571,000株 21年3月期  569,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  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2四半期 569,244株 21年3月期第2四半期 563,754株
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、昨年来の米国におけるサブプライムローン問題に端を発し

た金融機関の混乱、株価大幅下落、為替の大幅変動等が各国に波及し、景気悪化が鮮明となりました。一方、

日本国内の経済環境は、輸出の減少幅縮小や在庫調整の進展により、生産の持ち直しの動きが一部で見られる

ものの、景気は依然として不透明な状況が続いております。 

 当社グループの主要事業であるディカバリー（証拠開示）支援サービス事業を取り巻く環境は、弁護士及び

裁判関係者が夏季長期休暇を取得し、訴訟の進捗状況が遅くなる時期ですが、当社グループは、ディスカバリ

ー関連の広報活動やセミナーの開催等の堅実な啓蒙活動と、全社を挙げての営業努力とコスト削減などの企業

体質改善及びアジア案件獲得の為に海外支店を設立する等経営基盤の強化に努めた結果、新規大型案件の受注

獲得に成功し、昨年同期に比べ大幅な増加となりました。                                                           

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は606百万円(前年同期比55.8％増）、営業損失は39百万円 

  （前年同期は営業損失128百万円）、経常損失は70百万円（前年同期は経常損失118百万円）、四半期純損失は 

  72百万円（前年同期は四半期純損失71百万円）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134百万円減少し、1,061百万円となりました。流動資産は、前連結会

計年度と比べて92百万円減少し、595百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加55百万円と売掛金

の減少150百万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42百万円減少し、465百万円

となりました。これは主に投資有価証券の評価による減少56百万円とソフトウェア取得による無形固定資産の

増加23百万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1百万円減少し、508百万円となりました。流動負債は、前連結会計

年度末に比べて42百万円増加し、296百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加100百万円、未払金

の増加13百万円、買掛金の減少56百万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44百

万円減少し、212百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による減少51百万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132百万円減少し、552百万円となりました。 

     これは主に、利益剰余金の減少57百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期連結累計期間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60百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失70百万円、減

価償却費36百万円、売上債権の減少135百万円、仕入債務の減少55百万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31百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出28百万円

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41百万円となりました。これは主に短期借入金による収入100百万円、長期

借入金の返済による支出59百万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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第２四半期連結累計期間における当社の業績は、前期よりの大型案件の継続受注と、新規大型案件の受注及び経

   費削減活動等の成果により、平成21年５月15日付公表の平成22年３月期第２四半期連結累計期間の予想を上回りま

   したが、今後のディスカバリー（証拠開示）支援サービス事業を取り巻く環境は、依然として不透明であることか

   ら、平成21年５月15日付け公表した通期の連結業績予想につきましては、変更いたしません。 

    別途、平成21年10月26日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（注）上記業績予想は、本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確実な要素を

含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって記載内容と異なる可能性があることを予めご承知くだ

さい。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第２四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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 402,905 347,791 

売掛金 141,403 292,174 

商品 252 252 

その他 50,934 52,458 

貸倒引当金 － △4,982 

流動資産合計 595,496 687,694 

固定資産   

有形固定資産 85,640 99,066 

無形固定資産   

ソフトウエア 179,508 156,269 

その他 1,975 － 

無形固定資産合計 181,483 156,269 

投資その他の資産   

投資有価証券 148,514 204,764 

破産更生債権等 4,982 － 

その他 50,009 48,163 

貸倒引当金 △4,982 － 

投資その他の資産合計 198,523 252,928 

固定資産合計 465,647 508,264 

資産合計 1,061,144 1,195,959 

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,324 70,534 

短期借入金 100,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 107,540 115,260 

未払法人税等 1,373 1,764 

賞与引当金 3,773 6,626 

未払金 50,432 37,187 

その他 19,171 22,932 

流動負債合計 296,614 254,304 

固定負債   

長期借入金 199,100 250,960 

退職給付引当金 5,137 4,290 

その他 8,000 1,296 

固定負債合計 212,237 256,547 

負債合計 508,851 510,851 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 449,943 449,443 

資本剰余金 237,403 251,193 

利益剰余金 △54,072 3,835 

自己株式 △16 △16 

株主資本合計 633,257 704,456 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △67,589 △11,339 

為替換算調整勘定 △13,375 △8,009 

評価・換算差額等合計 △80,965 △19,349 

純資産合計 552,292 685,107 

負債純資産合計 1,061,144 1,195,959 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 389,477 606,887 

売上原価 213,288 348,793 

売上総利益 176,188 258,093 

販売費及び一般管理費 305,070 297,195 

営業損失（△） △128,881 △39,101 

営業外収益   

受取利息 882 242 

受取配当金 4,500 － 

還付加算金 － 222 

為替差益 7,578 － 

その他 922 40 

営業外収益合計 13,884 504 

営業外費用   

支払利息 3,224 4,215 

為替差損 － 27,920 

その他 217 211 

営業外費用合計 3,441 32,347 

経常損失（△） △118,438 △70,944 

税金等調整前四半期純損失（△） △118,438 △70,944 

法人税、住民税及び事業税 240 82 

法人税等調整額 △47,612 1,172 

法人税等合計 △47,372 1,254 

四半期純損失（△） △71,066 △72,199 
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 130,692 203,777 

売上原価 113,746 120,803 

売上総利益 16,945 82,973 

販売費及び一般管理費 162,160 151,183 

営業損失（△） △145,214 △68,209 

営業外収益   

受取利息 522 151 

還付加算金 － 222 

その他 180 40 

営業外収益合計 702 414 

営業外費用   

支払利息 2,170 2,040 

為替差損 4,223 21,809 

その他 176 211 

営業外費用合計 6,569 24,061 

経常損失（△） △151,082 △91,857 

税金等調整前四半期純損失（△） △151,082 △91,857 

法人税、住民税及び事業税 △7,150 △4,836 

法人税等調整額 △53,580 △1,245 

法人税等合計 △60,731 △6,082 

四半期純損失（△） △90,351 △85,775 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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損失（△） △118,438 △70,944 

減価償却費 29,554 36,039 

株式交付費 － 2 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,026 846 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,521 △2,853 

受取利息及び受取配当金 △5,382 △242 

支払利息 3,224 4,215 

為替差損益（△は益） 2,691 20,409 

売上債権の増減額（△は増加） 202,588 135,432 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,202 0 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,072 △313 

仕入債務の増減額（△は減少） △39,111 △55,409 

未払消費税等の増減額（△は減少） △669 － 

未払金の増減額（△は減少） △96,484 △4,046 

その他 2,837 2,528 

小計 △33,512 65,665 

利息及び配当金の受取額 882 242 

利息の支払額 △3,224 △4,464 

法人税等の支払額 △53,042 △555 

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,897 60,887 

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 △32,080 △563 

無形固定資産の取得による支出 △36,250 △28,819 

差入保証金の差入による支出 △13,288 △2,025 

投資有価証券の取得による支出 △16,000 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △97,620 △31,408 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000 

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 △33,680 △59,580 

株式の発行による収入 8,500 998 

配当金の支払額 △6,624 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,196 41,418 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,049 △15,751 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,627 55,145 

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 375,456 402,802 
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

         当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

（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  275,503  113,973  389,477  －  389,477

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 46,958  1,231  48,190  △48,190  －

計  322,462  115,204  437,667  △48,190  389,477

営業利益又は損失（△）  △109,981  △18,900  △128,881  －  △128,881

  
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  237,646  369,240  606,887  －  606,887

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 227,279  16,828  244,108  △244,108  －

計  464,926  386,069  850,995  △244,108  606,887

営業利益又は損失（△）  △50,049  10,948  △39,101  －  △39,101
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。 

   

 該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  米国 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  91,277  91,277

Ⅱ 連結売上高（千円）        389,477

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
 23.4  23.4

  米国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  63,513  1,054  64,568

Ⅱ 連結売上高（千円）              606,887

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
 10.5  0.2  10.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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