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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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、21年３月期第３四半期の対前年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3四半期 778 26.7 △107 ― △132 ― △124 ―
21年3月期第3四半期 614 ― △158 ― △164 ― △113 ―

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3四半期 △218.12 ―
21年3月期第3四半期 △201.33 ―

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3四半期 1,130 486 43.0 844.05
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3四半期  486百万円 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 ― 106.33
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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 
※1. 本資料に記載されている業績の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株及び平成21年10月の新株予
約権行使に伴う新株発行数5,000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3四半期 576,000株 21年3月期  569,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 571,392株 21年3月期第3四半期 565,508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、昨年秋以降からの大幅な景気後退に対し、一定の持ち直し

は見られたものの、民間需要の低迷や企業金融環境の厳しさ等から、依然、本格的な回復には至りませんでし

た。政府は、景気の持ち直しの動きを確かなものとするため、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を

着実に実施することとし、これに伴う平成21年度第２次補正予算と平成22年度予算を一体として切れ目なく執

行すると発表しました。 

     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巻

く環境は、依然として厳しい企業業績が続き、訴訟規模の縮小化の傾向や、企業の訴訟に対する一部内製化へ

の動きが強まる中、当社グループは電子証拠開示支援システム「Lit i View」と文書管理システムを連携する

サービスメニューの拡充に注力しております。一方、フォレンジック事業に関しては、全社挙げての営業改善

活動の成果が上がり、ツール販売においては大型入札案件受注、調査サービスにおいては新規顧客からの受注

及びリピート顧客からの再受注の獲得に至りました。 

     以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は778百万円（前年同四半期比26.7％増）、営業損失は107

百万円（前年同四半期は営業損失158百万円）、経常損失は132百万円（前年同四半期は経常損失164百万円）、

四半期純損失は124百万円（前年同四半期は四半期純損失は113百万円）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65百万円減少し、1,130百万円となりました。流動資産は、前連結会計

年度末と比べて0百万円（815千円）増加し、688百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加148百

万円、売掛金の減少146百万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66百万円減少

し、442百万円となりました。これは主に投資有価証券の評価による減少74百万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133百万円増加し、644百万円となりました。流動負債は、前連結会

計年度末に比べて87百万円増加し、341百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加100百万円、1年内

返済予定の長期借入金の増加49百万円、買掛金の減少43百万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46百万円増加し、303百万円となりました。これは主に長期借入金の増加39百万円によるもの

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198百万円減少し、486百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の減少110百万円、その他有価証券評価差額金による減少74百万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３四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26百万円（前年同四半期は73百万円の支出）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純損失132百万円、減価償却費の計上55百万円、売上債権の減少133百万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56百万円（前年同四半期比166百万円減少）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53百万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192百万円（前年同四半期比155百万円減少）となりました。これは主に短期

借入金の増加100百万円、長期借入れによる収入180百万円及び長期借入金の返済による支出91百万円によるも

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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     当社グループを取り巻く環境は依然として不透明な要素が強く予測が困難な状況が続いておりますが、この

ような状況下においても当社グループはビジネスメニューの拡充を軸に業績達成に向けて邁進しておりますと

共に、過去実績等における第4四半期及び第1四半期への売上偏傾を勘考いたしました結果、連結業績予想に関

する従来発表からの変更はございません。今後修正の必要が生じた場合には適時開示いたしてまいります。 

  

  

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３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 496,624 347,791 

売掛金 145,922 292,174 

商品 252 252 

その他 45,710 52,458 

貸倒引当金 － △4,982 

流動資産合計 688,510 687,694 

固定資産   

有形固定資産 78,490 99,066 

無形固定資産   

ソフトウエア 167,528 156,269 

その他 15,519 － 

無形固定資産合計 183,048 156,269 

投資その他の資産   

投資有価証券 130,514 204,764 

破産更生債権等 4,982 － 

その他 50,100 48,163 

貸倒引当金 △4,982 － 

投資その他の資産合計 180,615 252,928 

固定資産合計 442,154 508,264 

資産合計 1,130,664 1,195,959 

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,323 70,534 

短期借入金 100,100 － 

1年内返済予定の長期借入金 164,780 115,260 

未払金 24,223 37,187 

未払法人税等 830 1,764 

賞与引当金 1,896 6,626 

その他 22,288 22,932 

流動負債合計 341,443 254,304 

固定負債   

長期借入金 290,400 250,960 

退職給付引当金 5,637 4,290 

その他 7,014 1,296 

固定負債合計 303,052 256,547 

負債合計 644,495 510,851 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,193 449,443 

資本剰余金 238,653 251,193 

利益剰余金 △106,507 3,835 

自己株式 △16 △16 

株主資本合計 583,323 704,456 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85,589 △11,339 

為替換算調整勘定 △11,564 △8,009 

評価・換算差額等合計 △97,153 △19,349 

純資産合計 486,169 685,107 

負債純資産合計 1,130,664 1,195,959 
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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）

前第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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 614,821 778,965 

売上原価 323,489 457,578 

売上総利益 291,332 321,387 

販売費及び一般管理費 449,358 428,841 

営業損失（△） △158,025 △107,453 

営業外収益   

受取利息 959 340 

受取配当金 4,500 － 

保険解約返戻金 － 1,246 

その他 453 262 

営業外収益合計 5,912 1,849 

営業外費用   

支払利息 5,305 6,923 

為替差損 6,780 18,349 

その他 212 1,743 

営業外費用合計 12,299 27,016 

経常損失（△） △164,413 △132,621 

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 △132,621 

法人税、住民税及び事業税 397 143 

法人税等調整額 △66,343 △8,131 

法人税等合計 △65,945 △7,987 

四半期純損失（△） △113,852 △124,633 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 225,344 172,078 

売上原価 110,200 108,784 

売上総利益 115,143 63,293 

販売費及び一般管理費 144,288 131,646 

営業損失（△） △29,144 △68,352 

営業外収益   

受取利息 76 98 

為替差益 － 9,571 

保険解約返戻金 － 1,246 

営業外収益合計 76 10,916 

営業外費用   

支払利息 2,080 2,708 

為替差損 14,359 － 

支払手数料 － 1,520 

その他 △4 11 

営業外費用合計 16,436 4,240 

経常損失（△） △45,504 △61,676 

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 △61,676 

法人税、住民税及び事業税 252 61 

法人税等調整額 △18,356 △9,304 

法人税等合計 △18,103 △9,242 

四半期純損失（△） △42,786 △52,434 
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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21年４月１日 

 至 平成21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 △132,621 

減価償却費 48,771 55,257 

株式交付費 － 7 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,589 1,347 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,388 △4,729 

受取利息及び受取配当金 △5,459 △340 

支払利息 5,305 6,923 

為替差損益（△は益） 3,718 17,898 

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） 169,074 133,030 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,544 0 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,255 13,468 

仕入債務の増減額（△は減少） △35,891 △42,565 

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 △19,226 

その他 7,437 5,001 

小計 △20,389 33,451 

利息及び配当金の受取額 5,144 340 

利息の支払額 △5,305 △7,117 

法人税等の支払額 △53,051 △569 

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,602 26,104 

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 △529 

無形固定資産の取得による支出 △121,249 △53,878 

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 △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 △56,433 

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 － 100,100 

長期借入れによる収入 400,000 180,000 

長期借入金の返済による支出 △54,140 △91,040 

株式の発行による収入 8,500 3,492 

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 347,719 192,552 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,047 △13,357 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,531 148,865 

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 348,360 496,522 
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 該当事項はありません。 

  

前第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21年４月１日 至 平成21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。 

  

  

 前第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21年４月１日 至 平成21年12月31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  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

営業利益又は損失（△）  △123,263  △34,762  △158,025  －  △158,025

  
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  379,144  399,821  778,965  －  778,965

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 243,600  20,915  264,516  △264,516  －

計  622,745  420,737  1,043,482  △264,516  778,965

営業利益又は損失（△）  △78,050  △29,403  △107,453  －  △107,453
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前第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21年４月１日 至 平成21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。 

  

  

 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 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  

  米国 その他の地域 計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  80,373  1,030  81,403  

Ⅱ 連結売上高（千円）      778,965  

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

  売上高の割合（％） 
 10.3  0.1  10.5  

（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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