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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22期
第１四半期
累計(会計)期間

第21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21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 196,282 142,5981,063,161

経常損失（△）（千円） △38,866 △47,256 △4,143

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△25,102 △24,506 △31,013

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 401,200 401,200 401,200

発行済株式総数（株） 11,480 11,480 11,480

純資産額（千円） 950,729 901,836 935,334

総資産額（千円） 1,136,1591,120,1461,232,172

１株当たり純資産額（円） 94,515.2690,743.2894,199.62

１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円） △2,494.50△2,480.65△3,115.65

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） － － 1,000

自己資本比率（％） 83.7 80.0 75.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△36,447 83,878△112,006

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△9,350 △14,635 △62,686

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△18,813 △37,103 13,914

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 356,946 292,915 260,779

従業員数（人） 46 48 46

　（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（当期）純利益金額については、第21期第１四半期累計（会計）期間につ

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。第22期第１

四半期累計（会計）期間及び第21期については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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21年６月30日現在

従業員数（人） 48

　（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21年４月１日
至　平成21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） 7,518 299.7

セキュリティ事業 （千円） 5,842 82.2

合計 （千円） 13,361 138.9

　（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 79,127 60.3 126,985 63.4

ファイルストレージソリューション事業 37,759 538.8 22,911 377.6

セキュリティ事業 65,063 122.7 84,194 151.6

受託開発事業 7,800 94.0 3,900 29.3

カスタマーソリューション事業 25,216 399.8 44,083 114.4

合計 214,965 104.5 282,073 89.9

　（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21年４月１日
至　平成21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 5,937 － 68,467 － 74,405 56.5

ファイルストレージソリューション

事業
716 16,432 － － 17,148 52.6

セキュリティ事業 19,084 8,790 450 － 28,325 165.1

受託開発事業 － － 5,900 － 5,900 116.8

カスタマーソリューション事業 － － － 16,81916,819 170.1

合計 25,73825,22374,81716,819142,598 72.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期会計期間及び当第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

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

京セラミタ株式会社 102,682 52.3 56,144 39.4

丸紅インフォテック株式会社 20,703 10.5 6,426 4.5

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
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３【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。　

  

 

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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１四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界規模の景気悪化が昨年から続い

ており、多くの企業で収益が大幅に悪化し、その影響により、企業による設備投資意欲、雇用情勢が更に悪化し、先

行き不透明感が増幅いたしました。

　情報サービス産業におきましては、景気悪化局面の中、顧客企業は情報化投資の中止、先送り、縮小または選別す

る動きが強まっており、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、当社におきましては、昨年から販売しておりますセキュアプリントシステム（製品名：

SPSE）※１を、ユーザのニーズに合わせて機能を改良及び強化したり、拡販活動に注力した結果、引き合いが大幅

に増加し、従来からの大手プリンタメーカへのOEMによる販売のほか、大手SI会社経由で大手企業に納入するなど、

SPSEの売上は増加いたしました。

　しかしながら、昨年から続いている大手プリンタメーカによるプリンタの製造調整により、プリンタコントロー

ラ制御ソフトウェアのライセンス販売は前年同期に比べ減少し、また、大手プリンタメーカの予算削減や値引要請

によりプリンタコントローラの受託開発が減少するなど、厳しい状況が続きました。

　その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高142,598千円（前年同四半期比27.4％減）、経常損失47,256千

円（前年同四半期は経常損失38,866千円）、四半期純損失24,506千円（前年同四半期は四半期純損失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。

　

※１　セキュアプリントシステムとは、非接触ICカードを使用し、プリンタやデジタル複合機のプリント出力時に、

紙文書からの機密情報漏洩を抑制するソフトウェアであります。（略称をSPSからSPSEに変更）

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会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、前事業年度末に比べ32,135千

円増加し、当第１四半期会計期間末残高は292,915千円となりました。　

　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得られた資金は83,878千円（前年同四半期は36,447千円の使用）

となりました。主な要因は、税引前四半期純損失42,327千円を計上しましたが、売上債権の減少額183,874千円、仕入

債務の減少額53,924千円、棚卸資産の増加額14,974千円、前受金の増加額4,244千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14,635千円（前年同四半期は9,350千円の使用）

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9,175千円、保険積立金積立による支出6,877千円等によ

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37,103千円（前年同四半期は18,813千円の使用）

となりました。これは、配当金の支払による支出7,103千円、短期借入金の返済による支出30,000千円によるもので

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。　
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(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SPSEの機能拡充及びプリンタのインク・トナーセーブソフト

ウェア（製品名：Wise Saver）の改良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15,528千円（前年同四半期比34.0％減）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、米国のサブプライムローン問題を発端とした金融不安が底打ちの兆しを見せているものの、実態経

済への影響はうかがえず、景気は停滞し続けると予想されます。

　情報サービス産業におきましても、景気の悪化により企業業績は低迷し、ユーザ企業はIT関連の設備投資予算を縮

小、選別し、さらに投資コストを抑制する動きを強める思われ、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、ユーザ企業による縮小または選別が強まるIT関連の設備投資

予算を獲得すべく、市場のニーズを常に把握し、競合他社に比して優れた自社製品を常に研究開発するとともに、大

手プリンタメーカやSI会社等の協力を得て、更に販売力を拡大してまいります。
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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21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13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）
（注）

計 11,480 11,480 － －

（注）当社は単元株制度を採用しておりません。　

（２）【新株予約権等の状況】

　　 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成20年６月24日定時株主総会決議

（取締役に対して報酬として付与するストック・オプションとしての新株予約権）

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 100

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） 100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 75,887

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成25年７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　　　75,887

資本組入額　　　37,944

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の取締役であった者は

新株予約権の行使時においても、引続き当社、当社子会

社または関係会社の取締役、監査役、従業員であること

を要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正

当な理由のある場合として、当社取締役会が認めた場合

はこの限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めな

い。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、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 
 －
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平成20年６月24日定時株主総会決議

（従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権） 

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 193

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） 193

新株予約権の行使時の払込金額（円） 75,887

新株予約権の行使期間
　自　平成22年８月１日

　至　平成25年７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　　　75,887

資本組入額　　　37,944

新株予約権の行使の条件

①新株予約権発行時において当社の従業員であった者は

新株予約権の行使時においても、引続き当社、当社子会

社または関係会社の取締役、監査役、従業員であること

を要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正

当な理由のある場合として、当社取締役会が認めた場合

はこの限りではない

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めな

い。 

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

承認を要するものとする。譲渡、質入れその他の処分は認

めないものとする。

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 
 －

　

（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４月１日～

平成21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。　

　

 

（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21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21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） － － －
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

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　1,601 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,879 9,879 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 11,480 － －

総株主の議決権 － 9,879 －

 

②【自己株式等】

 平成21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
1,601 － 1,601 13.95

計 － 1,601 － 1,601 13.95

（注）当第１四半期会計期間末現在の自己株式は1,601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
４月

５月 ６月

最高（円） 44,50060,00065,000

最低（円） 33,00045,00054,000

　（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。

　なお、前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等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、前第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並びに当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で）及び当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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。

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21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 292,915 260,779

受取手形及び売掛金 190,689 374,564

有価証券 10,000 －

商品及び製品 107,086 108,332

仕掛品 23,811 7,591

前渡金 19,842 19,842

前払費用 19,537 16,251

繰延税金資産 20,638 2,577

未収還付法人税等 12,204 12,204

その他 685 657

貸倒引当金 △220 －

流動資産合計 697,192 802,800

固定資産

有形固定資産

建物 34,778 34,778

減価償却累計額 △19,492 △19,095

建物（純額） 15,286 15,683

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,139 △2,133

車両運搬具（純額） 60 66

工具、器具及び備品 39,483 39,151

減価償却累計額 △30,385 △29,266

工具、器具及び備品（純額） 9,098 9,884

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 38,084 39,274

無形固定資産

のれん 2,571 2,857

特許権 3,156 3,104

商標権 1,523 1,323

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 67,099 66,273

無形固定資産合計 75,920 75,128

投資その他の資産

投資有価証券 666 10,357

出資金 10 10

破産更生債権等 － 1,900

繰延税金資産 174 364

差入保証金 51,364 53,808
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

保険積立金 249,614 242,720

その他 7,120 7,120

貸倒引当金 － △1,312

投資その他の資産合計 308,949 314,969

固定資産合計 422,954 429,372

資産合計 1,120,146 1,232,172

負債の部

流動負債

買掛金 87,843 141,768

未払金 6,069 7,459

未払費用 15,969 15,052

短期借入金 20,000 50,000

未払法人税等 2,344 1,613

前受金 37,864 33,620

預り金 3,961 2,384

その他 2,917 141

流動負債合計 176,970 252,038

固定負債

役員退職慰労引当金 41,339 44,798

固定負債合計 41,339 44,798

負債合計 218,310 296,837

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 238,747 273,132

自己株式 △139,434 △139,434

株主資本合計 896,212 930,598

評価・換算差額等

評価・換算差額等合計 240 －

新株予約権 5,383 4,736

純資産合計 901,836 935,334

負債純資産合計 1,120,146 1,232,172
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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）

前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 196,282 142,598

売上原価 140,759 93,821

売上総利益 55,522 48,776

販売費及び一般管理費 ※
 95,095

※
 96,515

営業損失（△） △39,572 △47,738

営業外収益

受取利息 145 18

有価証券利息 124 124

保険事務手数料 498 278

償却債権取立益 － 242

その他 61 28

営業外収益合計 829 691

営業外費用

社債利息 6 －

支払利息 － 116

投資有価証券売却損 15 －

支払保証料 11 －

為替差損 70 93

支払手数料 19 －

営業外費用合計 123 209

経常損失（△） △38,866 △47,256

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 － 5,025

特別利益合計 － 5,025

特別損失

投資有価証券評価損 1,681 96

特別損失合計 1,681 96

税引前四半期純損失（△） △40,547 △42,327

法人税、住民税及び事業税 153 214

法人税等調整額 △15,598 △18,035

法人税等合計 △15,445 △17,821

四半期純損失（△） △25,102 △24,506
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △40,547 △42,327

減価償却費 8,767 9,240

のれん償却額 285 285

投資有価証券評価損益（△は益） 1,681 96

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 △3,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,092

有価証券利息 △124 △124

受取利息 △145 △18

支払利息 6 116

売上債権の増減額（△は増加） 25,162 183,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,973 △14,974

仕入債務の増減額（△は減少） △52,821 △53,924

前受金の増減額（△は減少） 10,540 4,244

未払金の増減額（△は減少） 2,540 △315

その他 △4,398 2,239

小計 △36,400 83,859

利息及び配当金の受取額 67 18

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 83,878

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 △1,027

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 △9,175

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 △6,877

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 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,350 △14,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △30,000

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 △7,103

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,813 △37,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △3
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,630 32,135

現金及び現金同等物の期首残高 421,577 260,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 356,946

※
 292,915
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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】

　　　　　該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第１四半期会計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日）

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21年４月１日 至　平成21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）

　　　　　該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

 ※　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

役員報酬     6,460千円

給料手当 22,325千円

役員退職慰労引当金繰入 1,566千円

貸倒引当金繰入額 220千円

営業支援費用 14,867千円

地代家賃     5,599千円

支払手数料     13,004千円

減価償却費  1,414千円

のれん償却額 285千円

研究開発費  15,528千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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） （平成21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

 

現金及び預金勘定 292,915千円

預け金　 －千円　

現金及び現金同等物 292,915千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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  1,601株

　３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高　 5,383千円

　４．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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 9,879 1,000平成21年３月31日平成21年６月29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21年６月30日）

　　前事業年度の末日に比べ著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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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21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）

　前第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。

 

　当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日 至　平成21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21年４月１日　至平成21年６月30日）

　　　　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　647千円

 

（企業結合等関係）

　　　　当第１四半期会計期間（自平成21年４月１日　至平成21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21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 90,743.28円 １株当たり純資産額 94,199.62円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失 2,494.50円 １株当たり四半期純損失 2,480.65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。

　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、希薄化効果

を有している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。

 
前第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）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（千円） 25,102 24,506

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 24,506

期中平均株式数（株） 10,063 9,879
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（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

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。

EDINET提出書類

日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)

四半期報告書

24/26



 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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11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 東田　夏記　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北本　佳永子  　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21年４月１日から平成22年３月31日までの第22期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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