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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30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２四半期 495 △18.3 △32 － △66 － △67 －

22年３月期第２四半期 606 55.8 △39 － △70 － △72 －

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２四半期 △116 81 －

22年３月期第２四半期 △126 83 －

 (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２四半期 975 200 19.6 329 70

22年３月期 803 235 29.3 404 83

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 191百万円 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 1,270 34.4 86 － 74 － 73 － 125 62



  

 
(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２Ｑ 581,200株 22年３月期 581,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 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２Ｑ 581,125株 22年３月期２Ｑ 569,244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



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

【第２四半期連結累計期間】 ………………………………………………………… 7 

【第２四半期連結会計期間】 ………………………………………………………… 8 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 10 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 10 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 11 

  

  

○添付資料の目次

㈱UBIC（2158）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の拡大や景気対策の効果に支えられ、緩

やかな回復基調で推移していましたが、為替相場の急激な変動や景気対策効果の減退、更には失業率が

引き続き高水準にあるなど、足元の景気は停滞しており、経済環境はより厳しさを増す状況となりまし

た。 

 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、電子証拠の重要性の認識が高まり、訴訟リスクに対する企業の対応が活発化することに伴い、回

復を見せております。特に米国における訴訟支援業界の動きは、米国経済における消費と設備投資の回

復と共に活発化して来ており、カルテル等、国際的行政調査における当社の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、多種多様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。また、弁護士の閲覧調査をサポートする「証拠閲覧サービス」につきましては、複数の新

規大型案件を受注するに至っております。 

 利益につきましては、当社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。今後も更なる高収益体制に努

めてまいります。 

 当社グループといたしましては、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

き、収益改善の施策を推し進め、早期の黒字化を目指しグループ全社を挙げて邁進してまいります。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は495,866千円（前年同期比18.3減）、営業損失は

32,206千円（前年同期は営業損失39,101千円）、経常損失は66,335千円（前年同期は経常損失70,944千

円）、四半期純損失は67,879千円（前年同期は四半期純損失72,199千円）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336,916千円（前年同期比41.8％

増）、セグメント損失は3,222千円（前年同期は50,049千円の損失）であり。米国の売上高158,950千円

（前年同四半期比57.0％減）、セグメント損失は28,984千円（前年同期は10,948千円の利益）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172,744千円増加し、975,917千円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べて67,674千円増加し、576,806千円となりました。これは主に売

掛金143,421千円の増加と現金及び預金74,094千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105,070千円増加し、399,111千円となりました。これは主に投

資有価証券の評価増による22,500千円及びソフトウェア取得による無形固定資産加86,474千円の増加に

よるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べて207,311千円増加し、775,283千円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べて3,414千円減少し、300,180千円となりました。これは主に買掛

金14,794千円、賞与引当金8,369千円及びその他に含まれている未払消費税2,941千円の増加と短期借入

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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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210,726千円増加し、

475,102千円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債286,500千円の増加と長期借入金

77,400千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34,567千円減少し、200,634千円となりました。 

これは主に、その他有価証券評価差額金22,500千円の増加と利益剰余金67,789千円の減少によるもので

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74,091千円減少し、271,058千円となりました。 

当第２四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135,828千円（前年同期は60,887千円の獲得）となりました。これは主

に税金等調整前四半期純損失及び売上債権の増加といった減少要因がある一方、減価償却費、為替差損

益、仕入債務及び未払金の増加といった増加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109,616千円（前年同四半期比78,208千円増）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181,027千円（前年同四半期比は139,609千円増）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連結予想から修正は行っておりません。  

  

(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、営業損失、経常損失に与える影響は軽微ですが、税金

等調整前四半期純損失は、1,282千円増加しております。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3,029千円であります。  

    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２四半期連結

累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 271,155 345,249

売掛金 261,180 117,758

商品 0 0

その他 46,509 47,104

貸倒引当金 △2,038 △980

流動資産合計 576,806 509,132

固定資産

有形固定資産 ※ 65,617 ※ 69,236

無形固定資産

ソフトウエア 136,348 57,021

その他 23,510 16,362

無形固定資産合計 159,858 73,384

投資その他の資産

投資有価証券 130,064 107,564

破産更生債権等 4,982 4,982

その他 43,570 43,855

貸倒引当金 △4,982 △4,982

投資その他の資産合計 173,635 151,420

固定資産合計 399,111 294,041

資産合計 975,917 803,173

負債の部

流動負債

買掛金 35,046 20,251

短期借入金 － 30,000

1年内返済予定の長期借入金 154,800 159,260

未払法人税等 1,633 1,421

賞与引当金 18,502 10,132

未払金 57,923 64,029

その他 32,275 18,499

流動負債合計 300,180 303,595

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 286,500 －

長期借入金 174,300 251,700

退職給付引当金 6,448 5,901

資産除去債務 3,029 －

その他 4,825 6,774

固定負債合計 475,102 264,375

負債合計 775,283 567,971

純資産の部
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 △513,548 △445,669

自己株式 △26 △16

株主資本合計 178,872 246,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,500 －

為替換算調整勘定 △9,753 △11,459

評価・換算差額等合計 12,746 △11,459

新株予約権 1,542 －

少数株主持分 7,473 －

純資産合計 200,634 235,201

負債純資産合計 975,917 803,173
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 ※1 606,887 ※1 495,866

売上原価 348,793 222,218

売上総利益 258,093 273,648

販売費及び一般管理費 ※2 297,195 ※2 305,854

営業損失（△） △39,101 △32,206

営業外収益

受取利息 242 165

還付加算金 222 －

その他 40 25

営業外収益合計 504 191

営業外費用

支払利息 4,215 5,030

為替差損 27,920 26,899

社債利息 － 1,500

その他 211 890

営業外費用合計 32,347 34,320

経常損失（△） △70,944 △66,335

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損失（△） △70,944 △67,441

法人税、住民税及び事業税 82 378

法人税等調整額 1,172 584

法人税等合計 1,254 963

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △68,405

少数株主損失（△） － △526

四半期純損失（△） △72,199 △67,879
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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21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 ※1 203,777 ※1 354,458

売上原価 120,803 126,638

売上総利益 82,973 227,819

販売費及び一般管理費 ※2 151,183 ※2 147,799

営業利益又は営業損失（△） △68,209 80,020

営業外収益

受取利息 151 126

還付加算金 222 －

その他 40 25

営業外収益合計 414 151

営業外費用

支払利息 2,040 2,352

為替差損 21,809 15,143

社債利息 － 750

その他 211 64

営業外費用合計 24,061 18,310

経常利益又は経常損失（△） △91,857 61,861

特別利益

貸倒引当金戻入額 － △110

特別利益合計 － △110

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（△）

△91,857 61,750

法人税、住民税及び事業税 △4,836 125

法人税等調整額 △1,245 △34

法人税等合計 △6,082 91

少数株主損益調整前四半期純利益 － 61,659

少数株主損失（△） － △526

四半期純利益又は四半期純損失（△） △85,775 62,185
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△） △70,944 △67,441

減価償却費 36,039 22,001

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 2 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 846 547

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,853 8,369

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,058

受取利息及び受取配当金 △242 △165

支払利息 4,215 5,030

社債利息 － 1,500

為替差損益（△は益） 20,409 20,487

売上債権の増減額（△は増加） 135,432 △152,358

たな卸資産の増減額（△は増加） 0 △359

その他の流動資産の増減額（△は増加） △313 △1,269

仕入債務の増減額（△は減少） △55,409 16,230

未払金の増減額（△は減少） △4,046 1,882

その他 2,528 11,677

小計 65,665 △131,666

利息及び配当金の受取額 242 165

利息の支払額 △4,464 △4,842

法人税等の支払額 △555 514

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,887 △135,828

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 △563 △1,777

無形固定資産の取得による支出 △28,819 △107,876

差入保証金の差入による支出 △2,025 －

その他 － 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,408 △109,616

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 －

短期借入金の返済による支出 － △30,000

長期借入金の返済による支出 △59,580 △81,860

株式の発行による収入 998 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 41,418 181,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,751 △9,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,145 △74,091

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 ※ 402,802 ※ 271,058
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21月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。 

(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

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

営業利益又は営業損失 △50,049 10,948 △39,101 ― △39,101

【海外売上高】

米国 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 63,513 1,054 64,568

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― ―

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

10.5 0.2 10.6
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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１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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

２ セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失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 336,916 158,950 495,866 ― 495,866

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

67,522 9,676 77,198 △77,198 ―

計 404,438 168,626 573,065 △77,198 495,866

セグメント利益 △3,222 △28,984 △32,206 ― △32,206

(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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