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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期
第１四半期
累計(会計)期間

第20期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 196,282 1,025,069

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
△38,866 65,995

四半期純損失（△）又は当期純利

益（千円）
△25,102 32,226

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ －

資本金（千円） 401,200 401,200

発行済株式総数（株） 11,480 11,480

純資産額（千円） 950,729 987,080

総資産額（千円） 1,136,159 1,214,760

１株当たり純資産額（円） 94,515.26 97,934.36

１株当たり四半期純損失（△）又

は当期純利益金額（円）
△2,494.50 2,892.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

１株当たり配当額（円） － 3,500.0

自己資本比率（％） 83.7 81.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△36,447 57,288

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△9,350 34,722

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△18,813 △137,861

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
356,946 421,577

従業員数（人） 46 45

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。　

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

５．当第１四半期累計期間については、新日本有限責任監査法人（旧新日本監査法人）の四半期レビューを受

けており、第20期については新日本監査法人の監査を受けております。
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に

おける異動もありません。　

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

該当事項はありません。　

　

　

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 46  

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

む。）であり、臨時雇用者数は、10％未満なので、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は生産活動を行っておりませんので、記載しておりません。

(2）商品仕入実績

　当第１四半期会計期間の商品仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比（％）

ファイルストレージソリューション事業 （千円） 2,508 －

セキュリティ事業 （千円） 7,109 －

合計 （千円） 9,618 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当第１四半期会計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。

事業部門別
受注高
（千円）

前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

プリントサーバ事業 131,132 － 200,381 －

ファイルストレージソリューション事業 7,008 － 6,067 －

セキュリティ事業 53,029 － 55,525 －

受託開発事業 8,300 － 13,300 －

カスタマーソリューション事業 6,307 － 38,550 －

合計 205,776 － 313,823 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比
（％）

金額（千円）

製品 商品 受託開発 保守 合計

プリントサーバ事業 19,724 － 111,866 － 131,590 －

ファイルストレージソリューショ

ン事業
3,582 8,304 － － 11,886 －

セキュリティ事業 7,036 30,827 － － 37,864 －

受託開発事業 － － 5,050 － 5,050 －

カスタマーソリューション事業 － － － 9,890 9,890 －

合計 30,343 39,131 116,916 9,890 196,282 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第１四半期会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

相手先

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

京セラミタ株式会社 102,682 52.3

丸紅インフォテック株式会社 20,703 10.5
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２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1）業績の状況　

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速及びそれに伴う世

界的な株価下落、加えて原油価格及び関連資材価格の高騰により、企業業績が弱まりを見せ、景気は停滞の色を強

めております。

　情報サービス産業におきましては、景気の先行きに対する不透明感が増す中で、企業ユーザの中ではIT関連投資の

選別を強め、中断または見直しする動きもあり、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社は、前事業年度に開発した自社製品のユーザニーズに合わせた機能向上と拡販活動に邁

進してまいりました。

　プリントサーバ事業におきましては、大手プリンタメーカへのプリンタコントローラの受託開発が増加するなど

堅調に推移いたしました。

　セキュリティ事業におきましては、前事業年度に基礎開発が終了したセキュアプリントソリューション（製品

名：SPS）をユーザのニーズに合わせ機能を拡張するとともに、大手SI会社との共同販売に合意するなど、拡販活

動に努めてまいりました。

　その結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高196,282千円と伸張しましたが、SPS等の研究開発費(23,516千円)

を計上したこと等により、経常損失38,866千円、四半期純損失25,102千円となりました。

　また、各事業における開発請負、システム販売については、ユーザの検収、予算の執行及び納期が下期、特に年度末

に集中しているため、当社の売上高及び利益は下期に集中する傾向にあり、第１四半期の売上高及び利益が他の四

半期に比して低い水準となっております。

　

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産に関する分析

当第１四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。　

 （資産）

　当第１四半期会計期間末の流動資産は695,978千円（前事業年度末比80,316千円減）となりました。これは主と

して、現金及び預金が68,010千円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が合わせて25,162千円、それぞれ減

少したこと等によるものです。

　固定資産は440,181千円（前事業年度末比1,715千円増）となりました。これは主として、保険積立金が5,330千円

増加したこと等によるものです。

　この結果、資産合計は1,136,159千円（前事業年度末比78,600千円減）となりました。

（負債）

　当第１四半期会計期間末の流動負債は139,797千円（前事業年度末比44,312千円減）となりました。これは主と

して、買掛金の支払により買掛金が52,821千円減少したこと等によるものです。

　固定負債は45,633千円（前事業年度末比2,063千円増）となりました。これは、役員退職慰労引当金が2,063千円増

加したことによるものです。

　この結果、負債合計は185,430千円（前事業年度末比42,249千円減）となりました。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は950,729千円（前事業年度末比36,351千円減）となりました。これは主

として、四半期純損失を計上したため繰越利益剰余金が35,181千円減少したこと等によるものであります。
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②キャッシュ・フロー　

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ64,630

千円減少し、当第１四半期会計期間末残高は356,946千円となりました。　

また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間における営業活動の結果使用した資金は36,447千円となりました。主な要因は、税金等

調整前四半期純損失40,547千円を計上したことに加え、売上債権の減少額25,162千円、仕入債務の減少額52,821

千円、棚卸資産の減少額9,973千円、前受金の増加額10,540千円等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）

　当第１四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は9,350千円となりました。主な要因は、無形固

定資産の取得による支出5,154千円、保険積立金積立による支出5,786千円等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）

　当第１四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は18,813千円となりました。これは、配当金の支

払による支出7,194千円、社債の償還による支出10,000千円等によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　

(4）研究開発活動　

　当第１四半期会計期間におきましては、当社は主にセキュアプリントソリューション（SPS）に関する研究開発活

動を行なってまいりました。当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は23,516千円であります。

 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状の見通し

　わが国経済は、サブプライムローン問題による金融不安や原油価格の高騰により、企業収益は伸び悩み始め、景気

は一時停滞すると予想されます。

　情報サービス産業におきましても、景気の先行き不透明感から、企業のIT関連投資は選別の色を強め始めると思わ

れ、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。

　当社といたしましては、このような状況を踏まえて、当社独自の技術を生かし開発した製品を、ユーザの仕様や

ニーズに合わせた機能改良を行ない、販売拡大に全力を尽くしてまいります。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 43,920

計 43,920

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,480 11,480
札幌証券取引所

（アンビシャス市場）
－

計 11,480 11,480 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

　

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
－ 11,480 － 401,200 － 395,700

　

　

　

　

　

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日現在）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － 　　－ －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,401 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,079 10,079 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 11,480 － －

総株主の議決権 － 10,079 －

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本テクノ・ラボ株

式会社

東京都千代田区平河

町1-2-10
1,401 － 1,401 12.20

計 － 1,401 － 1,401 12.20

（注）当第１四半期会計期間末現在の自己株式は1,421株であります。

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 82,000 81,000 78,000

最低（円） 77,500 78,000 68,100

　（注）　最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

(1)退任役員　

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役　 　 近藤　敏博　 平成20年６月24日

　（注）近藤敏博氏は、平成20年６月24日付けで辞任いたしました。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人にな

りました。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 353,566 421,577

受取手形 52,150 32,085

売掛金 172,179 217,407

商品 23,051 47,866

製品 17,358 19,396

仕掛品 29,810 13,546

前払費用 22,465 15,931

繰延税金資産 16,406 244

未収還付法人税等 4,760 5,070

預け金 3,380 －

その他 846 3,167

流動資産合計 695,978 776,294

固定資産

有形固定資産

建物 34,221 34,221

減価償却累計額 △18,146 △17,788

建物（純額） 16,074 16,433

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,117 △2,112

車両運搬具（純額） 82 88

工具、器具及び備品 45,153 42,210

減価償却累計額 △32,269 △31,055

工具、器具及び備品（純額） 12,883 11,155

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 42,680 41,316

無形固定資産

のれん 3,714 4,000

特許権 3,876 3,876

商標権 1,031 1,085

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 64,034 66,902

無形固定資産合計 74,227 77,434

投資その他の資産

投資有価証券 18,956 19,941

出資金 10 10

繰延税金資産 18,920 19,779

差入保証金 54,176 54,102

保険積立金 224,460 219,130
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

その他 6,750 6,750

投資その他の資産合計 323,273 319,713

固定資産合計 440,181 438,465

資産合計 1,136,159 1,214,760

負債の部

流動負債

買掛金 67,425 120,247

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払金 9,132 5,299

未払費用 16,508 16,846

未払法人税等 1,937 1,809

前受金 37,393 26,853

預り金 4,306 2,846

その他 3,092 207

流動負債合計 139,797 184,109

固定負債

役員退職慰労引当金 45,633 43,570

固定負債合計 45,633 43,570

負債合計 185,430 227,679

純資産の部

株主資本

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 395,700 395,700

利益剰余金 279,043 314,224

自己株式 △125,214 △123,614

株主資本合計 950,729 987,510

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △430

評価・換算差額等合計 － △430

純資産合計 950,729 987,080

負債純資産合計 1,136,159 1,214,760
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 196,282

売上原価 140,759

売上総利益 55,522

販売費及び一般管理費 ※
 95,095

営業損失（△） △39,572

営業外収益

受取利息 145

有価証券利息 124

保険事務手数料 498

その他 61

営業外収益合計 829

営業外費用

社債利息 6

投資有価証券売却損 15

支払保証料 11

為替差損 70

支払手数料 19

営業外費用合計 123

経常損失（△） △38,866

特別損失

投資有価証券評価損 1,681

特別損失合計 1,681

税引前四半期純損失（△） △40,547

法人税、住民税及び事業税 153

法人税等調整額 △15,598

法人税等合計 △15,445

四半期純損失（△） △25,102
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 △40,547

減価償却費 8,767

のれん償却額 285

投資有価証券評価損益（△は益） 1,681

たな卸資産評価損 616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,063

有価証券利息 △124

受取利息 △145

支払利息 6

売上債権の増減額（△は増加） 25,162

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,973

仕入債務の増減額（△は減少） △52,821

前受金の増減額（△は減少） 10,540

未払金の増減額（△は減少） 2,540

その他 △4,398

小計 △36,400

利息及び配当金の受取額 67

利息の支払額 △6

法人税等の還付額 53

法人税等の支払額 △161

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,447

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 △761

有形固定資産の売却による収入 1,653

無形固定資産の取得による支出 △5,154

投資有価証券の売却による収入 12

保険積立金の積立による支出 △5,786

保険積立金の解約による収入 760

敷金及び保証金の差入による支出 △74

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △1,619

配当金の支払額 △7,194

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,813

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,630

現金及び現金同等物の期首残高 421,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 356,946
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更
　通常の販売目的で保有するたな卸資産に
ついては、従来、主として総平均法による原
価法によっておりましたが、当第１四半期
会計期間より「棚卸資産の評価に関する会
計基準」（企業会計基準第９号　平成18年
７月５日）が適用されたことに伴い、主と
して総平均法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）により算定しております。
　この変更に伴う損益に与える影響額は軽
微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
　
　

当第１四半期会計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日）

棚卸資産の評価方法 　四半期会計期間末における棚卸高の算出

に関して実地棚卸を省略し前事業年度に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算定しており、棚卸資産の簿価切

下げに関して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

価切下げを行っております。

固定資産の減価償却費の算　

定方法

　減価償却の方法として定率法を採用して

おり、事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日）

　　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度
（平成20年３月31日）

　──── 　────

　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

役員報酬    8,850千円

給料手当      18,646千円

役員退職慰労引当金繰入 2,063千円

営業支援費用     10,039千円

地代家賃      6,481千円

支払手数料    12,105千円

減価償却費 1,555千円

のれん償却額 285千円

研究開発費  23,516千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 353,566千円

預け金　 3,380千円　

現金及び現金同等物 356,946千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式  11,480株

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式  1,421株

３．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 10,079 1,000 平成20年３月31日 平成20年６月25日  利益剰余金

　

　

　

　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

その他有価証券で時価のあるもの 　

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計

上額（千円）
差額（千円）

(1）株式 1,074 1,074 －

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,074 1,074 －

注）当第１四半期会計期間において、株式について1,681千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、①

時価のあるもの：時価に対して50％以上下落した場合、また、２期以上40％～50％の下落範囲にあるもの、②時価のな

いもの：１株当たり純資産価値に株式数を乗じた額が簿価より50％以上下落している場合は原則として、また40％以

上50％未満の下落の状況にあっても、回復可能性が２期以上明確でないものは、減損処理するものとしております。
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（デリバティブ取引関係）

　　当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

　

　

　

（持分法損益等）

　当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

　　　　当第１四半期会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

　　　　当第１四半期会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 94,515.26円 １株当たり純資産額 97,934.36円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 2,494.50円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（千円） 25,102

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 25,102

期中平均株式数（株） 10,063
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

新株予約権(ストック・オプション)の付与

　平成20年６月24日開催の定時株主総会において決議いた

しました新株予約権（ストック・オプション）の発行につ

いて、平成20年７月14日開催の取締役会決議に基づき、下記

のとおり付与しました。

イ．当社役員に対する新株予約権（ストック・オプショ

ン）

(1) 新株予約権の割当日

平成20年７月31日

(2) 新株予約権割当対象者

当社取締役４名

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　100株　

(4) 発行する新株予約権の総数

100個（新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1

株とする）

(5) 新株予約権と引き換えに行う払込み金銭

金銭の払込みを要しないこととする　

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個あたり　　　75,887円

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金及び資本準備金の額

・増加する資本金の額

  3,794千円

・増加する資本準備金の額

  3,794千円

(8) 新株予約権の権利行使期間

平成22年８月１日から

平成25年７月31日まで　

　なお、上記ストックオプションに係る対価として「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11

号　平成18年５月31日）に基づき総額2,794千円を当事業年

度に費用計上いたします。
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当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

ロ．当社従業員に対する新株予約権（ストック・オプショ

ン)

(1) 新株予約権の割当日

平成20年７月31日　

(2) 新株予約権割当対象者

当社従業員19名　

(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式　200株　

(4) 発行する新株予約権の総数

200個（新株予約権1個あたりの目的となる株式数は1

株とする）　

(5) 新株予約権と引き換えに行う払込み金銭

金銭の払込みを要しないこととする　

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個あたり　　　 75,887円　

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において

増加する資本金及び資本準備金の額

・増加する資本金の額

  7,588千円

・増加する資本準備金の額

  7,588千円　　

(8) 新株予約権の権利行使期間

平成22年８月１日から

平成25年７月31日まで

　なお、上記ストックオプションに係る対価として「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11

号　平成18年５月31日）に基づき総額5,589千円を付与日か

ら権利確定日までの期間で按分し費用計上いたします。
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２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

日本テクノ・ラボ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 布施木　孝叔　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 東田　夏記　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本テクノ・ラボ株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第21期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本テクノ・ラボ株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。　
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