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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15期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第14期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（千円） 3,528,7286,824,484

経常損失（△）（千円） △158,512△427,804

四半期（当期）純損失（△）（千円） △168,243△1,043,760

純資産額（千円） 8,958,1919,220,368

総資産額（千円） 15,501,83815,078,429

１株当たり純資産額（円） 6,284.106,259.05

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）（円） △123.57 △688.63

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － －

自己資本比率（％） 54.3 57.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△402,913 59,536

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△108,201△1,087,594

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
377,933△1,869,387

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 3,827,3363,951,899

従業員数（人） 409 422

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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、消費税等は含んでおりません。

　 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため記載しておりません。    
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２【事業の内容】

  当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社（株式会社トライアイズ）及び子会社７社（株式会社アイ・エヌ

・エー、東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、松崎生産株式会社、株式会社ＨＡＭＡＮＯ１８８０、ジャパンワイヤレ

ス株式会社等）で構成されております。

　当第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５　

経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

　

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、次の連結子会社が清算しております。

 名称  住所    
 資本金　　(百

万円)

議決権の所有割合又

は被所有割合(％)
関係内容

㈱トライアイズソリューション  東京都渋谷区 30  100.00  役員の兼任あり。

 ＤＴコミュニケーションズ㈱ 東京都渋谷区 10 100.00  役員の兼任あり。

　　　　 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 409 (450)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載してお

ります。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 6  

　（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。）であります。
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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

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

区分

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

金額（千円）

建設コンサルタント事業    49,998

ファッションブランド事業 459,941

合計 509,940

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 

(2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。

区分

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

受注高（千円） 受注残高（千円）

建設コンサルタント事業 1,082,8053,633,693

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．ファッションブランド事業につきましては、見込生産を行っているため記載しておりません。

 

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

区分

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

金額（千円）

建設コンサルタント事業 1,514,768

ファッションブランド事業 2,013,959

合計 3,528,728

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２. 主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、いずれの販売先についても当該割合が10％

未満のため記載を省略しております。
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２【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、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】

（1）業績の状況

　　2009年の世界経済は、依然として不安定な状況が続いており、同時不況の様相を一段と強めております。米国発の

金融危機が各国に波及し、実質成長率はゼロ以下という厳しい経済環境になることが予想されております。日本経

済に目を向けてみても、３月に日経平均株価がバブル期以降最安値を記録するなど、世界経済の悪化から下振れ圧

力がさらに強まっております。

　　そのような厳しい経済環境の中で、当社トライアイズグループは、景気変動の影響を受けない企業グループとし

て、小さくとも知性を使って、その世界ではＮｏ．１となり光る企業グループを目指すという目標に取り組んでま

いりました。その実現のために、先ずは既存の建設コンサルタント事業とファッションブランド事業という二つの

中核事業の業績維持・拡大を図り、当社グループ業績の地盤固めに努めてまいりました。

　　先ず、当社の創業以来の事業であるＩＴソリューション事業を取り込み、本来の建設コンサルタント事業に厚みを

加えた株式会社アイ・エヌ・エーですが、前連結会計年度から引き続き経費削減策の徹底を図っており、公共投資

の縮小にも十分に対応できるだけの筋肉質な事業体質への転換を進めております。また、ＩＴソリューション事業

にあったＺＯＯＭＡとの事業親和性の強みを発揮すべく、自治体を中心とした業務発注者に対し、ＺＯＯＭＡを利

用した、グレード感の高い成果物を納めることも始めました。さらに、当社グループの情報システム機能を同社に

集約することの試みとして、ファッションブランド事業に属する会社の基幹システムや、業務系システムのサー

バー管理を開始しました。

　　次に、ファッションブランド事業を行う東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、松崎生産株式会社、株式会社ＨＡＭ

ＡＮＯ１８８０の４社ですが、各社の役職員のほぼ全てを対象とした全員面談を実施し、各社に内在する問題点の

抽出・把握作業を行いました。それらの問題点に関しましては、各社に設置する経営戦略・経費削減・人事の三委

員会によって改善・解決を図ってまいります。また、未曽有の不景気が続く中、百貨店を中心とした事業展開をし

ている東京ブラウス株式会社、株式会社松崎については、百貨店の売上不振の影響を大きく受けているため、早急

に販路の見直しを行い、ネットやＴＶショッピングという媒体を取り入れながら、収益性を確保するための販路展

開に転換してまいります。中長期的には、各社に対して行っているリ・ブランディング施策により、既存ブランド

の再活性化、および強力な新ブランドの確立を目標とし、今後各社が老舗としての強みを活かしながら新しいもの

にもチャレンジを続けることで、現在の業界内での各社の位置づけをもう一段高めていくことを目指しておりま

す。

 

　　当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、グループ全体の売上高が3,528百万円、販売費及び一

般管理費が1,426百万円となりました。売上高、販売費及び一般管理費が前年同期と比較して大幅な増加となりま

したが、これは当第１四半期連結会計期間よりファッションブランド事業４社、東京ブラウス株式会社、株式会社

松崎、松崎生産株式会社、株式会社ＨＡＭＡＮＯ１８８０の損益計算書を取り込み始めたためであり、株式会社ト

ライアイズ、株式会社アイ・エヌ・エーの両社はともに販売費及び一般管理費が改善しております。損益面では、

株式会社アイ・エヌ・エー、株式会社ＨＡＭＡＮＯ１８８０が営業利益を計上しておりますが、のれん（営業権）

の償却を大きく上回るまでには至らず、逆に百貨店の売上不振の影響を強く受けた東京ブラウス株式会社、同様に

セール商品販売である程度の売上は確保しているものの、プロパー商品ほどの収益性を確保できなかった株式会

社松崎の営業損失が原因で、当社グループ全体では営業損失190百万円となりました。しかしながら、東京ブラウス

株式会社はその主力商品であるブラウスの売上が季節的要因により変動することから、第２四半期以降の巻き返

しが期待できますし、株式会社松崎においても、物流費用をはじめとする販売費及び一般管理費の見直しと非店頭

の売上比率を高めることで収益性向上の実現が見込まれます。営業外損益につきましては、主に余資運用による利

息収入、負ののれんの償却などにより40百万円の営業外収益となり、一方営業外費用は主に対外的な借入による支

払利息などで８百万円となりました。これらの結果、158百万円の経常損失となりました。特別損益につきまして

は、主に株式会社アイ・エヌ・エーでの役員退職慰労金引当の戻入を12百万円計上したことから14百万円の特別

利益、また主に株式会社アイ・エヌ・エーと株式会社松崎の投資有価証券の評価損８百万円を計上したことによ

り12百万円の特別損失を計上しました。

　　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の税引前四半期純損失は156百万円、四半期純損失は168百万円となりまし

た。
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（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結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、営業活動により、402百万

円の減少、投資活動により108百万円の減少、財務活動により377百万円増加した結果、前連結会計年度末と比べ124

百万円減少し、3,827百万円となりました。

　   当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

  当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は402百万円となりました。これは、税金等調

整前四半期純損失156百万円に加え、売上債権の増加681百万円、貸倒引当金の減少294百万円があったことが主な

要因であります。

   （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は108百万円となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出55百万円、無形固定資産の取得による支出86百万円があったことが主な要因であります。

   （財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果回収した資金は377百万円となりました。これは、短期借入

金の増加550百万円が主な要因であります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　①　基本方針の内容

 　 　　　　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者に

よる当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資

するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じ

るかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必

要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。

 　　　 ②　基本方針の実現に資する取組みについて

            当社は平成19年に純粋持株会社となり、現在は傘下の子会社が事業を行っております。主要な事業ポートフォ

リオは、建設コンサルタント事業及び新規事業であるファッションブランド事業の２つとなります。

　このような当社及び当社グループの企業価値の主な源泉は①トライアイズのブランド力、②各事業において培

われた技術力、③顧客とのサービスの品質に基づいた長期にわたる信頼関係、にあると考えております。

　まず、①のブランド力につきましては、当社グループの各企業は、関係各分野で高い評価を得ております。建設コ

ンサルタント市場においては、株式会社アイ・エヌ・エーがダム・砂防・河川・海岸に特化した会社として業界

で確固たる地位を築いており、水関連の総合的な技術でも多くの実績をあげております。さらに、ファッションブ

ランド事業を構成する老舗企業３社（東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、株式会社ＨＡＭＡＮＯ１８８０）

が保有する商品ブランドも市場では多くの消費者の方から安心できるブランドとして長きにわたり絶大な信頼

を獲得しております。

　次に②の技術力に関しましては、水関連に特化した建設コンサルタントとしての確固たる技術、そして婦人服、

かばん、ハンドバッグなどのファッションに関する商品開発力と、各グループ会社で保持する技術はそれぞれの

市場で広く認められており、各社のアイデンティティ形成の基盤となっております。

　最後に③のサービスの品質に基づいた顧客との信頼関係の面では、当社グループは、上述の事業を長年にわたり

展開を進めてきた結果、高い技術力とサービスの質をもつ会社として、顧客の高い信頼を得ており、この信頼が当

社グループの企業価値を高めるための大きな要素となっております。

　このような創業以来の当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉になっております。当社の企

業文化の継続・発展を通してのみ当社の社会的意義を高めることになり、結果として企業価値及び株主共同利益

を最大化することにつながるものと考えております。一方、近年、当社グループの事業を取り巻く環境は大きく動

きつつあります。当社ではコンプライアンス、品質に対する社会の厳しい要請や技術競争の流れに沿った多様な

契約形態への対応をいち早く進めてまいりました。 
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　　　　　　このような変化に対応しつつ当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するために、長期ビジョンとして当

社グループの上部市場への再上場の実現を目標とし、中期的な取組として、「景気変動の影響を受けない企業グ

ループになること。小さくとも知性を使ってその世界ではNo.1となり光ることのできる企業になること。」を目

標に掲げ、厳しい経営環境の中でも着実に業績を伸ばし企業価値を向上させたいと考えております。

              ③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みについて

            当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様

が適切な判断をするために必要且つ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機

会を確保するために、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入す

ることを決議し、平成20年３月26日開催の当社定時株主総会において、本プランの導入について株主の皆様の承

認を得ております。本プランの詳細につきましては以下のとおりです。

  ④　本プランの内容

       (イ) 本プランに係る手続き

 　　　　(ａ) 対象となる大規模買付等

              本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取

締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用

対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プラ

ンに定められる手続きに従わなければならないものとします。

           (ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け

          (ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

       　(ｂ)「意向表明書」の当社への事前提出

              買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」と

いいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

 (ⅰ) 買付者等の概要

  　　・　氏名又は名称及び住所又は所在地

　　　・　代表者の役職及び氏名

　　　・　会社等の目的及び事業の内容

　　　・　大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

　　　・　国内連絡先

　　　・　設立準拠法

 　　　 　(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の

株券等の取引状況

 　　　　 (ⅲ) 買付け等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券　等の

種類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模

買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等  その他の目的がある場合には、そ

の旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

         (ｃ)「本必要情報」の提供

          　　上記(ｂ)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社

に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」と

いいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算入）以内

に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたし

ますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

　　　　　　　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等に

照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合

理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

　なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リス

ト」の一部に含まれるものとします。
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         (ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を

含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みま

す。）

       　(ⅱ) 大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参

画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予

定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みま

す。）

　(ⅲ) 大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に

係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合

における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みま

す。）

         (ⅳ) 大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び

関連する取引の内容を含みます。）

         (ⅴ) 大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び

　当該第三者の概要

         (ⅵ) 買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な

契約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び

契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

       　(ⅶ) 買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者と

の間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株

券等の数量等の当該合意の具体的内容

       　(ⅷ) 規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

       　(ⅸ) 規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係

者の処遇等の方針

        　(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

   なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要

その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時

点で開示いたします。

  また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

      （ｄ）取締役会評価期間の設定等

             当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は

(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のため

の期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　　　　 (ⅰ) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には60日間　

          (ⅱ) その他の大規模買付等の場合には90日間

  ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長でき

るものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共

に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

               当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付

者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検

討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知する

とともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付

等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することも

あります。

      （ｅ）取締役会の決議

             当社取締役会は、上記(ｄ)の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行う

ものとします。

　　　 　 (ⅰ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

  当社取締役会は、買付者等が上記(ｂ)から(ｄ)までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、対抗措

置の発動の決議を行うものとします。
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 　　　　　　　当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場合、下記

(ｆ)に定める手続きを行うものとします。

　この場合、当社取締役会は、下記(ｆ)に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うもの

とします。

　 　　　(ⅱ) 買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合

  当社取締役会は、買付者等が上記(ｂ)から(ｄ)までに規定する手続きを遵守した場合であっても、買付者

等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対

抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記(ｆ)に定める手続きを

行うものとします。

　この場合、当社取締役会は、下記(ｆ)に定める株主意思確認総会又は書面投票の決定に従って、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うもの

とします。

　なお、別に開示している「当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる

いずれかに該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の

利益を著しく損なうものと認められることとします。

 　　　　(ⅲ) 買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認められる

場合

  当社取締役会は、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうもの

ではないと認められる場合には、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

       （ｆ）株主意思の確認

             当社取締役会は、上記(ｅ)(ⅱ)に該当する場合、及び、上記(ｅ)(ⅰ)に該当しかつ当社取締役会が必要と認

める場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択

し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあ

ります。

株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主を確定するための基準

日（以下「投票基準日」といいます）を定めます。株主意思の確認手続きにおいて投票権を行使することが

できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主とし、投票権は議決

権１個につき１個とします。投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、関係法令及び証券保管振替機構

による実質株主確定に必要な日数から導き出される最も早い日とし、公告は投票基準日の２週間前までに行

うものとします。

当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の確認

を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。

　また、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が

適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

       （ｇ）対抗措置の中止又は発動の停止

    当社取締役会が上記(ｅ)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者

等が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変

動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持する

ことが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行

なうものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行ないます。

     （ｈ）大規模買付等の開始

             買付者等は、上記(ａ)から(ｆ)に規定する手続きを遵守するものとし、大規模買付等の提案以降、(ｅ)記載

の当社取締役会の決議を開示するまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。
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    　(ロ) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

   当社取締役会が上記(イ)(ｅ)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用い

ることもあります。

　本新株予約権の無償割当ての概要は、別に定めている「新株予約権無償割当ての概要」の通りといたします。

           当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(イ)(ｇ)に記載の通り、対抗措置

の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償

割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(イ)(ｇ)に記載の決議

を行なった場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおい

ては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期

間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止す

ることができるものとします。

     （ハ）本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成23年３月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされ

た場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で

選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれら

の解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、又

は変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容

その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

⑤　本プランの合理性 

　　  (イ) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

  本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

(ロ) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主

の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様の

ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもって導入されるものです。 

(ハ) 株主意思を重視するものであること

　本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買

付者等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の皆様のご意思を直接確認するものです。

　上記④(ハ)に記載した通り、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プ

ランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の

皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(ニ) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記④(イ)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(ホ) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

　上記④(ハ)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつ

でも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会

の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

 ⑥　株主の皆様への影響

 　　 (イ) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

  本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入時に株主及び

投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはあり

ません。
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　なお、前述の④(イ)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社

の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。

　(ロ) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日

における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本

新株予約権２個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株

予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈

化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の

希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して

直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの

影響が生じる場合があります。

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記④(イ)(ｇ)に記載の手続

き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相

応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後におい

て、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主及び投

資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当

たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を

被る可能性がある点にご留意ください。

　また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、買付者等

の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主及び

投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定

しておりません。 

　　　(ハ) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

       （ａ）名義書換の手続き

　　当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割当て期日を定

め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆

様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当て期日までに

株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。なお、証券保管振替機構に対する預託を行っている

株券については、名義書換手続きは不要です。

       （ｂ）その他の手続き

　　なお、割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、当該新株予

約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる

可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

 

(4）研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、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

　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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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 4,700,000

計 4,700,000

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21年３月31日）

提出日現在発行数
(株）
（平成21年５月15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    1,601,685 1,601,685
    大阪証券取引所

  （ヘラクレス市場）

単元株式数

10株 

計  1,601,685 1,601,685 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　第３回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成15年10月10日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　     68（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　    680（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 397,000（注）２

新株予約権の行使期間
平成16年10月12日～

平成21年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　397,000

資本組入額　　198,500

新株予約権の行使の条件

①　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②　当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当

契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は10株であります。

２. 新株予約権発行後、当会社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

      また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を

除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるもの

とする。

    既発行

株式数
＋

新規発行株式数又は処分株式数×１株当たり払込金額又は譲渡価額

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

　　　上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、

その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整さ

れるものとする。
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②　第４回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成17年３月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 　　10,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 70,161（注）

新株予約権の行使期間
平成17年５月２日～

平成22年４月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　70,161

資本組入額　   35,080.5

新株予約権の行使の条件

①　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

②　当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当

契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　  また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く）

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

１株当たりの時価

        既発行株式数＋新規発行株式数

 　　 上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるも

のとする。
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 　　③　第５回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成17年６月30日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 1,200　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） 95,400 (注）

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～

平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　95,400

資本組入額　　47,700

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは

当社子会社の取締役又は従業員のみの地位を有してい

ることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退

職その他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限

りではない。

 ②　本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使する

ことができない。

③　当社と本新株予約権者との間で締結した新株予約権割

当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

 　　 上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、株式交換を行い完全親会社となる場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切

に調整されるものとする。
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 　　④　第８回新株予約権

株主総会の特別決議日（平成18年３月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年３月31日）

新株予約権の数（個） 22,600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 22,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　 　 23,010（注）　

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日～

平成28年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　23,010

資本組入額　　11,505

新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有している

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限りで

はない。

 ②　本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使する

ことができない。

③　当社と本新株予約権者との間で締結した新株予約権割

当契約に定めるその他の条件に違反していないこと。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

 　　 上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、株式交換を行い完全親会社となる場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切

に調整されるものとする。

（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21年１月１日～

平成21年３月31日
    －     1,601,685    －     5,000,000    －     －

   

（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。

EDINET提出書類

株式会社トライアイズ(E05183)

四半期報告書

17/31



（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12月31日）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21年３月31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 　　 217,850 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　1,318,360 131,836 －

単元未満株式 普通株式 　　　65,475 － －

発行済株式総数 1,601,685 － －

総株主の議決権 － 131,834 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。また、「議決権

の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

   

②【自己株式等】

 平成21年３月31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
（％）

株式会社トライアイズ
東京都千代田区紀尾井町４

番１号
217,850 － 217,850 13.6

計 － 217,850 － 217,850 13.6

　（注）　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、261,150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21年
１月

２月 ３月

最高（円） 1,699 1,499 1,750

最低（円） 1,420 1,235 1,380

  （注） 最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  なお、当

第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士中市俊也及び公認会計士松渕敏朗の両氏によ

る四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,876,187 2,802,310

受取手形及び売掛金 2,211,042 1,530,038

有価証券 2,051,149 1,249,589

商品及び製品 1,127,217 1,211,251

仕掛品 1,751,985 1,669,096

原材料及び貯蔵品 75,562 70,978

その他 474,217 536,586

貸倒引当金 △60,882 △61,521

流動資産合計 9,506,479 9,008,330

固定資産

有形固定資産 ※1
 1,375,262

※1
 1,339,828

無形固定資産

のれん 1,587,932 1,642,909

その他 111,217 28,586

無形固定資産合計 1,699,149 1,671,496

投資その他の資産

投資有価証券 2,045,964 2,063,709

その他 1,401,055 1,815,416

貸倒引当金 △526,073 △820,352

投資その他の資産合計 2,920,946 3,058,774

固定資産合計 5,995,358 6,070,099

資産合計 15,501,838 15,078,429
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,276,363 1,149,519

短期借入金 1,366,750 822,300

1年内償還予定の社債 200,000 224,000

未払法人税等 22,275 75,671

賞与引当金 128,562 65,239

返品調整引当金 79,033 129,448

受注損失引当金 98,005 115,777

その他 1,684,368 1,503,535

流動負債合計 4,855,358 4,085,493

固定負債

社債 100,000 100,000

退職給付引当金 1,039,708 1,020,674

役員退職慰労引当金 － 12,000

負ののれん 507,885 522,415

その他 40,695 117,478

固定負債合計 1,688,288 1,772,568

負債合計 6,543,647 5,858,061

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 5,134,714 5,134,721

利益剰余金 △1,017,083 △848,839

自己株式 △691,212 △625,480

株主資本合計 8,426,418 8,660,401

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,700 1,033

為替換算調整勘定 △664 －

評価・換算差額等合計 △2,364 1,033

少数株主持分 534,137 558,932

純資産合計 8,958,191 9,220,368

負債純資産合計 15,501,838 15,078,429
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 3,528,728

売上原価 2,292,164

売上総利益 1,236,564

販売費及び一般管理費 ※
 1,426,989

営業損失（△） △190,425

営業外収益

受取利息 3,780

受取配当金 163

負ののれん償却額 13,022

為替差益 8,617

その他 15,025

営業外収益合計 40,609

営業外費用

支払利息 5,782

その他 2,914

営業外費用合計 8,697

経常損失（△） △158,512

特別利益

投資有価証券売却益 754

役員退職慰労引当金戻入額 12,000

その他 1,920

特別利益合計 14,674

特別損失

固定資産除却損 2,890

投資有価証券評価損 8,130

その他 1,417

特別損失合計 12,438

税金等調整前四半期純損失（△） △156,276

法人税、住民税及び事業税 13,038

法人税等調整額 22,902

法人税等合計 35,941

少数株主損失（△） △23,974

四半期純損失（△） △168,243
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３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（△） △156,276

減価償却費 33,973

のれん償却額 30,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） △294,917

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,033

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,323

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △17,772

返品調整引当金の増減額（△は減少） △50,415

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8,104

固定資産除却損 2,890

受取利息及び受取配当金 △3,943

支払利息 5,782

為替差損益（△は益） △8,617

売上債権の増減額（△は増加） △681,003

破産更生債権等の増減額（△は増加） 290,259

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,438

仕入債務の増減額（△は減少） 126,844

その他 316,061

小計 △331,739

利息及び配当金の受取額 4,290

利息の支払額 △4,313

法人税等の支払額 △71,149

営業活動によるキャッシュ・フロー △402,913

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 △55,689

無形固定資産の取得による支出 △86,240

投資有価証券の取得による支出 △155

投資有価証券の売却による収入 9,427

貸付けによる支出 △4,605

貸付金の回収による収入 7,708

その他 21,352

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 550,000

長期借入金の返済による支出 △5,550

社債の償還による支出 △24,000

自己株式の処分による収入 13

自己株式の取得による支出 △65,753

少数株主への配当金の支払額 △786

その他 △75,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 377,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,563

現金及び現金同等物の期首残高 3,951,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,827,336
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

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

　当社グループは、前連結会計年度において、327,693千円の営業損失を計上し、又、当第１四半期連結会計期間においても

190,425千円の営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸策を施し、業績改善に取り組んでおります。

　１. 当社は純粋持株会社という組織形態をとっており、事業ポートフォリオとしての子会社を取り込むこと、　　或いは

不採算事業ポートフォリオを売却すること、事業ポートフォリオの業績を改善することで業績を改善するように努

めます。また、コスト削減の一環として、当第１四半期連結会計期間中に本社オフィスの移転を実施しました。

　２. 当社グループの建設コンサルタント事業においては、当社の主要顧客である国土交通省並びに地方自治体からの受

注は減少傾向にありますが、当該事業は水関連に特化していることから競合他社に対し圧倒的に優位であると判断

しております。従いまして引き続き強みを活かした受注活動を行うと同時に、受注が減少しても事業継続できる企業

体質を再構築すべく経費削減・経営戦略の策定を進めております。既に経費削減については一定の効果が表れてお

り、より一層の見直しを進めております。

　　また、前連結会計年度中に実施したＩＴソリューション事業の譲受けですが、ＺＯＯＭＡとの事業親和性を活かし、

顧客に対する成果物の満足度向上、営業面での新しい切り口として活用してまいります。

３. 当社グループの新規事業ポートフォリオであるファッションブランド事業においては、世界的な不況感が強まり、

全国百貨店売上高も軒並み減少している中、営業環境は非常に厳しさを増しております。しかしながら、各グループ

会社の、老舗として確立したネームバリューを利用しながらリ・ブランディングの手法により販売ターゲットの選

定、商品ラインアップの見直し、販売チャネルの多角化などの諸策を施し、更に経費削減についても徹底的な見直し

をすることによって、業績の維持・向上に努めます。

４. 新規事業ポートフォリオの取り込みに関しては、売上高・純利益という企業実態のある会社でのれん（営業権）

の償却が利益を超えないことを条件に検討を行っております。当社の良好な財務内容に負担となる有利子負債が大

きな事業も回避しております。景気変動の影響を受けない企業グループになるべく業種に制約を設けず検討してお

ります。  

　　以上の方策を確実に実施していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できると判断しております。

従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。
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【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】

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

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更 

株式会社トライアイズソリューション及びＤＴコミュニケーションズ株式会社は

当第１四半期連結会計期間において清算したため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

（2）変更後の連結子会社の数 

 　　７社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産

　当第１四半期連結会計期間より「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、連結子会社のうち㈱アイ・エヌ・

エーは従来、個別法による原価法を採用しておりましたが、個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しておりま

す。また、㈱松崎及び松崎生産㈱は従来、総平均法による原価法を採用しておりましたが、

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法により算定）を採用しております。

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

【簡便な会計処理】

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

１．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資産については、連結会計年度末に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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

１．税金費用の計算   税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、130,890千円であ

ります。

 

　２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。 

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、173,238千円であ

ります。

  

　２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれており

ます。 

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31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。

給料手当   558,301千円

賞与引当金繰入額 7,371 

退職給付費用 24,578 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　　　　（平成21年３月31日現在）

 　 現金及び預金勘定　　　　　　　　　1,876,187千円

　　有価証券（MMF・CP）　　　　　　　 2,051,149千円 

    預入期間が３ヶ月を超える定期預金　△100,000千円

　　現金及び現金同等物　　　　　　　　3,827,336千円  　

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　 1,601,685株

  

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　 261,150株

 

３．新株予約権等に関する事項

  該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

 
建設コンサル
タント事業
（千円）

ファッションブ
ランド事業 
（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 1,514,7682,013,9593,528,728 － 3,528,728

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,215 － 2,215 △2,215 －

計 1,516,9842,013,9593,530,944△2,215 3,528,728

営業利益又は営業損失(△) 33,331 △212,307△178,976（11,449）△190,425　

（注）１．事業区分の方法

 　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

（事業区分の変更）

　従来、セグメントの事業区分は、「ＩＴソリューション事業」、「建設コンサルタント事業」、「ファッションブ

ランド事業」の３区分によっておりましたが、前連結会計年度に「ＩＴソリューション事業」を子会社である株

式会社アイ・エヌ・エーに事業譲渡したことにより統合し、当該事業の重要性がなくなったため、当第１四半期

連結累計期間より「建設コンサルタント事業」に含めることとしました。

　この結果、従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の建設コンサルタント事業の売上高は47,735千円

増加し、営業利益は96千円増加しております。 

　　　２．各区分の主な製品等

事業区分 主要製品等 

 建設コンサルタント事業
 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、画像データ表示ビューワ、セキュリティシ

ステム、Ｗｅｂ型地図描画エンジン、移動体位置情報管理システム等

 ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売

　　　　　　 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

  

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なもの

となっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
四半期連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 ―　 ― ―

(2）社債 2,000,000 1,551,620 △448,380

(3）その他 499,973 500,000 26

合計 2,499,973 2,051,620 448,353

　

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 46,861 31,991 △14,869

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 1,551,175 1,551,175 ―

合計 1,598,037 1,583,167 △14,869

　
  

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 6,284.10円 １株当たり純資産額 6,259.05円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △123.57円 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であ

る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１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

四半期純損失（千円） △168,243

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） △168,243

期中平均株式数（株） 1,361,541

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

（重要な後発事象）

     該当事項はありません。

 

 

（リース取引関係）

  当第１四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められない

ため、記載しておりません。

 

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21年５月14日

株式会社トライアイズ

取締役会　御中

              公認会計士桜友共同事務所

   公認会計士 中市　俊也　　印

   公認会計士 松渕　敏朗　　印

　私たちは、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」に掲げられている株式会社トライアイズの

平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年

３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

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。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たち

の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　私たちは、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。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライアイズ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結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。

　

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は、前連結会計年度に引き続き営業損失を計上しており、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

  

会社と私たちとの間には、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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

        ２. 四半期連結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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