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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 1,480 90.1 475 － 414 － 348 －

22年３月期第３四半期 778 26.7 △107 － △132 － △124 －

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

23年３月期第３四半期 600 37 445 19

22年３月期第３四半期 △218 12 －

 (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

23年３月期第３四半期 1,658 704 41.9 1,195 33

22年３月期 1,130 486 43.0 844 05

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 694百万円 22年３月期 235百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 0 00 － 0 00 0 00

23年３月期 － 0 00 －

23年３月期(予想) 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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

通期 2,200 132.7 690 － 630 － 540 － 920 86



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は

終了していません。 

  

  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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社              除外  －社 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期３Ｑ 581,200株 22年３月期 581,000株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 14株 22年３月期 7株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 581,146株 22年３月期３Ｑ 571,392株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、景気が足踏み状態にある中で、企業収益の改善は

見られるものの、依然として厳しい雇用情勢など、先行きに対する不透明感を払拭できない状況にあり

ます。 

 当社グループが掲げる戦略予防法務支援事業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は、特許、知財、製品安全、価格カルテル、連邦海外腐敗行為防止法などの分

野で、日本のグローバル企業が米国を係争地とする訴訟に巻き込まれるケースの急増とともに、ディス

カバリー(証拠開示)に係る手続の対象となる国や地域も、米国からカナダ、欧州、日本、アジア新興国

へと大幅に拡大して来ており、当社グループの果たすべき役割は引き続き大きくなっております。 

 このような状況の下、当社グループといたしましては、訴訟支援サービスや技術サービスだけでな

く、電子証拠開示支援ソフトウェア販売等、顧客の多種多様なニーズに対応可能なサービスを提供する

ワンストップソリューションを展開しております。 

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、日本のグローバル企業への国際的行政調査が拡大

する中、新規顧客開拓や既存顧客への継続した営業活動を推進した結果、弁護士の閲覧調査をサポート

する「証拠閲覧サービス」において更なる新規大型案件の受注を獲得したことにより売上高は当初の予

想を上回る結果になり、利益につきましても、当社グループの経験と技術を基に開発したソフトウェア

Lit i View の活用により作業の効率化及び工数削減を実現し、大幅な改善を図ることができました。 

 当社グループといたしましては、今後更なる成長を実現するために世界 大かつ 先端の市場である

米国における確固たる地位を築くことを 重要課題と捉え、早急なる実現を果たすために米国連結子会

社の経営体制・営業体制の見直しを既に実行しており、新体制の基に米国での地位を築きあげるようグ

ループを挙げて全力で取り組んでまいります。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,480,987千円（前年同期比90.1%増）、営業利益

は475,697千円（前年同期は営業損失107,453千円）、経常利益は414,853千円（前年同期は経常損失

132,621千円）、四半期純利益は348,905千円（前年同期は四半期純損失124,633千円）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

コンピュータフォレンジック関連事業において、日本の売上高は957,776千円（前年同期比152.6％

増）、セグメント利益は431,494千円（前年同期は78,050千円の損失）であり、米国の売上高523,210千

円（前年同四半期比30.9％増）、セグメント利益は44,203千円（前年同期は29,403千円の損失）であり

ます。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末と比べて855,584千円増加し、1,658,758千円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べて603,394千円増加し、1,112,526千円となりました。これは主に

売掛金804,028千円の増加と現金及び預金189,273千円の減少によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べて252,190千円増加し、546,231千円となりました。これは主に投

資有価証券の評価増による114,750千円及びソフトウェア取得による無形固定資産加121,930千円の増加

によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べて386,056千円増加し、954,028千円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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流動負債は、前連結会計年度末と比べて203,649千円増加し、507,245千円となりました。これは主に

買掛金115,859千円、未払金13,958千円、未払法人税等70,534千円及びその他に含まれている未払消費

税17,215千円の増加と短期借入金30,000千円の減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末と

比べて182,407千円増加し、446,782千円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債

287,250千円の増加と長期借入金111,700千円の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて469,528千円増加し、704,730千円となりました。 

これは主に、利益剰余金348,905千円及びその他有価証券評価差額金112,223千円の増加によるものであ

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189,268千円減少し、155,881千円となりました。 

当第３四半期連結累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） 

営業活動により使用した資金は154,769千円（前年同期は26,104千円の獲得）となりました。これは主

に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加といった増加要因がある一方、売上債権

の増加といった減少要因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165,133千円（前年同四半期比108,699千円増）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） 

財務活動により獲得した資金は142,327千円（前年同四半期比は50,225千円減）となりました。これは

主に転換社債型新株予約権付社債の発行といった増加要因がある一方、短期借入金及び長期借入れの返

済による支出といった減少要因によるものであります。  

  

平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期(平成22年４月１日～平成23年３月31日) の連

結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

  

(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定方法 

 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。  

  

    会計処理基準に関する事項の変更 

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益に与える影響は軽微ですが、税金

等調整前四半期純利益は、1,371千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は3,043千円であります。  

    表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規

則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

  (四半期連結損益計算書関係)
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 155,975 345,249

売掛金 921,787 117,758

商品 0 0

その他 41,628 47,104

貸倒引当金 △6,865 △980

流動資産合計 1,112,526 509,132

固定資産

有形固定資産 76,426 69,236

無形固定資産

ソフトウエア 144,180 57,021

その他 51,134 16,362

無形固定資産合計 195,314 73,384

投資その他の資産

投資有価証券 222,314 107,564

破産更生債権等 4,982 4,982

その他 52,175 43,855

貸倒引当金 △4,982 △4,982

投資その他の資産合計 274,490 151,420

固定資産合計 546,231 294,041

資産合計 1,658,758 803,173

負債の部

流動負債

買掛金 136,111 20,251

短期借入金 － 30,000

1年内返済予定の長期借入金 150,400 159,260

未払法人税等 71,956 1,421

賞与引当金 9,025 10,132

未払金 77,988 64,029

その他 61,764 18,499

流動負債合計 507,245 303,595

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 287,250 －

長期借入金 140,000 251,700

退職給付引当金 6,948 5,901

資産除去債務 3,043 －

その他 9,540 6,774

固定負債合計 446,782 264,375

負債合計 954,028 567,971

純資産の部
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

株主資本

資本金 452,493 452,443

資本剰余金 239,953 239,903

利益剰余金 △96,764 △445,669

自己株式 △26 △16

株主資本合計 595,656 246,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 112,223 －

為替換算調整勘定 △13,170 △11,459

評価・換算差額等合計 99,052 △11,459

新株予約権 2,698 －

少数株主持分 7,322 －

純資産合計 704,730 235,201

負債純資産合計 1,658,758 803,173
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 778,965 1,480,987

売上原価 457,578 530,540

売上総利益 321,387 950,446

販売費及び一般管理費 428,841 474,749

営業利益又は営業損失（△） △107,453 475,697

営業外収益

受取利息 340 177

保険解約返戻金 1,246 －

その他 262 126

営業外収益合計 1,849 304

営業外費用

支払利息 6,923 6,970

為替差損 18,349 48,263

社債利息 － 2,250

その他 1,743 3,663

営業外費用合計 27,016 61,148

経常利益又は経常損失（△） △132,621 414,853

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,106

特別損失合計 － 1,106

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△132,621 413,746

法人税、住民税及び事業税 143 68,842

法人税等調整額 △8,131 △3,323

法人税等合計 △7,987 65,519

少数株主損益調整前四半期純利益 － 348,227

少数株主損失（△） － △677

四半期純利益又は四半期純損失（△） △124,633 348,905
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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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 172,078 985,121

売上原価 108,784 308,322

売上総利益 63,293 676,798

販売費及び一般管理費 131,646 168,894

営業利益又は営業損失（△） △68,352 507,903

営業外収益

受取利息 98 12

為替差益 9,571 －

保険解約返戻金 1,246 －

その他 － 100

営業外収益合計 10,916 112

営業外費用

支払利息 2,708 1,940

為替差損 － 21,363

支払手数料 1,520 166

社債利息 － 750

その他 11 2,606

営業外費用合計 4,240 26,827

経常利益又は経常損失（△） △61,676 481,188

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△61,676 481,188

法人税、住民税及び事業税 61 68,464

法人税等調整額 △9,304 △3,908

法人税等合計 △9,242 64,555

少数株主損益調整前四半期純利益 － 416,633

少数株主損失（△） － △151

四半期純利益又は四半期純損失（△） △52,434 416,784
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△132,621 413,746

減価償却費 55,257 36,635

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,106

株式交付費 7 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,347 1,047

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,729 △1,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 5,884

受取利息及び受取配当金 △340 △177

支払利息 6,923 6,970

社債利息 － 2,250

為替差損益（△は益） 17,898 40,676

売上債権の増減額（△は増加） 133,030 △835,742

たな卸資産の増減額（△は増加） 0 △452

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,468 2,224

仕入債務の増減額（△は減少） △42,565 117,733

未払金の増減額（△は減少） △19,226 9,104

その他 5,001 47,133

小計 33,451 △152,929

利息及び配当金の受取額 340 177

利息の支払額 △7,117 △6,782

法人税等の支払額 △569 4,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,104 △154,769

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 △529 △6,605

無形固定資産の取得による支出 △53,878 △149,891

差入保証金の差入による支出 △2,025 △8,637

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,433 △165,133

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 －

短期借入金の返済による支出 － △30,000

長期借入れによる収入 180,000 －

長期借入金の返済による支出 △91,040 △120,560

株式の発行による収入 3,492 63

新株予約権付社債の発行による収入 － 284,833

少数株主からの払込みによる収入 － 8,000

自己株式の取得による支出 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 192,552 142,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,357 △11,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,865 △189,268

現金及び現金同等物の期首残高 347,657 345,149

現金及び現金同等物の四半期末残高 496,522 155,881
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該当事項はありません。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成22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ー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ありません。  

前第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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21月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】

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

営業利益又は営業損失 △78,050 △29,403 △107,453 ― △107,453

【海外売上高】

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
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1. 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは国内外でディスカバリー（証拠開示）支援サービスの提供を行い事業活動を行っており

ます。国内においては当社が、海外においては米国の現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人は

独立した経営単位であり、ディスカバリー（証拠開示）支援サービスの提供について包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しおります。 

 したがって、当社は、地域別のセグメントから構成されており、日本、米国の２つのを報告セグメント

としておりま 

  

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去になります。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

3. 報報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  （追加情報） 

  当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注２)日本 米国 計

売上高

 外部顧客への売上高 957,776 523,210 1,480,987 ― 1,480,987

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

302,630 28,890 331,520 △331,520 ―

計 1,260,407 552,101 1,812,508 △331,520 1,480,987

セグメント利益 431,494 44,203 475,697 ― 475,697

(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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