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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３四半期
累計期間

第22期
第３四半期
累計期間

第21期
第３四半期
会計期間

第22期
第３四半期
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
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 699,140 496,152 222,535 175,9551,063,161

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△51,748 △50,756 △34,282 5,969 △4,143

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）
△59,145 △33,629 △39,757 2,669 △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） － － 905,623 893,894 935,334

総資産額（千円） － － 1,139,7411,072,2971,232,172

１株当たり純資産額（円） － － 91,351.9589,808.3294,199.62

１株当たり四半期（当期）純利益

又は純損失（△）金額（円）
△5,927.00△3,404.15△4,024.44 270.27△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） － － － － 1,000.00

自己資本比率（％） － － 79.2 82.7 75.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△102,131 123,502 － － △112,006

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△90,328 45,156 － － △62,686

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△16,081 △59,814 － － 13,914

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 212,808 369,619 260,779

従業員数（人） － － 47 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．第21期第３四半期累計期間、第22期第３四半期累計期間、第21期第３四半期会計期間及び第21期の潜在株式

調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）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。第22期第３四半期会計期間の潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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３四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12月31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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

ファイルストレージソリューション事業 （千円） 11,797 103.6

セキュリティ事業 （千円） 29,532 73.9

合計 （千円） 41,330 80.5

　　（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３四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）

前年同四半期比
（％）　

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）　

プリントサーバ事業 26,834 14.9 104,502 36.6

ファイルストレージソリューション事業 33,201 244.7 9,302 1,937.9

セキュリティ事業 84,501 66.4 120,082 154.7

受託開発事業 1,200 9.2 5,100 40.5

カスタマーソリューション事業 23,591 609.0 41,985 139.2

合計 169,327 50.2 280,971 69.2

　　（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３四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３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日） 前年同四半期

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 17,096 － 63,567 － 80,664 64.9

ファイルストレージソリューション

事業
8,813 4,480 12,440 － 25,733 130.4

セキュリティ事業 15,50925,837 2,450 － 43,797 80.3

受託開発事業 － － 7,800 － 7,800 56.5

カスタマーソリューション事業 － － － 17,96017,960 177.0

合計 41,41930,31786,25717,960175,955 79.1

　（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３四半期会計期間及び当第３四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。

前第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

相手先 金額（千円） 割合（％）

京セラミタ株式会社 100,892 45.4

丸紅インフォテック株式会社 30,900 13.9

当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

相手先 金額（千円） 割合（％）

京セラミタ株式会社 53,256 30.3

　

２【事業等のリスク】

　当第３四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３四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３四半期会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的同時不況により、景気が低迷

し続け、緊急経済対策等により持ち直しの兆しを見せたものの、依然として、企業の収益環境、設備投資及び雇用情

勢は厳しく、先行き不透明感な状況が続きました。

　情報サービス産業におきましては、景気の先行き不透明感が強まる中、顧客企業は、収益の悪化に伴い、情報化投

資の中止、先送り、縮小または選別する動きが以前に増して顕著になっており、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、プリントサーバ事業におきましては、景気低迷の影響を受け、昨年から続いていた大手プリン

タメーカによるプリンタの製造調整、在庫調整は一服感を見せているものの、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大幅に減少し、また、大手プリンタメーカの予算削減や値引き要請によ

りプリンタコントローラの受託開発が減少し、更に、受注している開発案件が、得意先側のプリンタ本体（ハード

ウェア）の開発遅延により、当社側のソフトウェアの検証ができず、当初見込んでいた受託開発売上が第４四半期

以降に延びるなど、厳しい状況が続きました。

　しかしながら、セキュリティ事業におきましては、昨年から引続き、セキュアプリントシステム（製品名：

SPSE）※１の機能改良、機能強化及びユーザニーズに合わせたカスタマイズを行うとともに、拡販のための営業活

動に注力してまいりました。その結果、SPSEに対する引き合いが大幅に増加し、大手企業へ納入が決まるなど、第４

四半期以降の売上につながる受注及び内示をもらうことができ、今後更に期待できる活動ができました。加えて、従

来からの大手プリンタメーカへのOEMによる販売も堅調に推移し、前事業年度に増して多くの企業から引き合いが

あり、SPSEの販売は伸張すると見込んでおります。

　その結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は175,955千円（前年同四半期比20.9％減）、経常利益は5,969

千円（前年同四半期は経常損失34,282千円）、四半期純利益は2,669千円（前年同四半期は四半期純損失39,757千

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年度末に集中する傾向にあります。

　

※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）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３四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３四半期会計期間末の流動資産は738,275千円（前事業年度末比64,524千円減）となりました。これは主と

して、受取手形及び売掛金が193,682千円、商品及び製品が77,276千円それぞれ減少しましたが、現金及び預金が

108,839千円、仕掛品が34,650千円、未収入金が44,687千円、繰延税金資産が17,811千円それぞれ増加したこと等

によるものです。

　固定資産は334,021千円（前事業年度末比95,350千円減）となりました。これは主として、保険積立金が従業員

の福利厚生制度の見直しにより、保険を一部解約したことにより86,009千円、投資有価証券が償還等により9,881

千円それぞれ減少したこと等によるものです。

　この結果、資産合計は1,072,297千円（前事業年度末比159,874千円減）となりました。
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（負債）

　当第３四半期会計期間末の流動負債は128,812千円（前事業年度末比123,226千円減）となりました。これは主

として、買掛金が105,446千円、短期借入金が50,000千円それぞれ減少しましたが、前受金が25,683千円増加した

こと等によるものです。

　固定負債は49,590千円（前事業年度末比4,791千円増）となりました。これは、役員退職慰労引当金が増加した

ことによるものです。

　この結果、負債合計は178,402千円（前事業年度末比118,435千円減）となりました。　

（純資産）

　当第３四半期会計期間末の純資産合計は893,894千円（前事業年度末比41,439千円減）となりました。これは主

として、四半期純損失を計上したこと等により利益剰余金が43,508千円減少したこと等によるものであります。

 

 

②キャッシュ・フロー　

　当第３四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、第２四半期会計期間末に比

べ42,214千円減少し、当第３四半期会計期間末残高は369,619千円となりました。　

また、当第３四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３四半期会計期間における営業活動の結果使用した資金は11,119千円（前年同四半期は70,655千円の使

用）となりました。主な要因は、減価償却費10,335千円、売上債権の増加額13,185千円、仕入債務の減少額

10,414千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３四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は11,097千円（前年同四半期は36,637千円の使

用）となりました。主な要因は、ソフトウェア等無形固定資産の取得による支出8,464千円、保険積立金の積立

による支出4,717千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３四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は20,006千円（前年同四半期は20,009千円の使

用）となりました。これは、短期借入金の返済による支出20,000千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３四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３四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３四半期会計期間にお

ける研究開発活動の金額は14,929千円（前年同四半期比18.0％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

　当第３四半期会計期間において、当社の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と見通しについ

て重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12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）

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 11,480 11,480 － －

（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

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31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

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年12月31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。

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10月１日～

平成21年12月31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３四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】

①【発行済株式】

 平成21年12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 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12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（％）

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
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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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 44,50060,00065,00063,00060,00054,00051,20065,00050,000

最低（円） 33,00045,00054,00050,00050,00049,15047,00052,20049,000

　（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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年12月31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３四半期会計期間末
(平成21年12月31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 369,619 260,779

受取手形及び売掛金 ※
 180,882 374,564

商品及び製品 31,056 108,332

仕掛品 42,242 7,591

前渡金 20,018 19,842

前払費用 25,954 16,251

繰延税金資産 20,388 2,577

未収還付法人税等 674 12,204

未収入金 44,687 －

その他 2,961 657

貸倒引当金 △210 －

流動資産合計 738,275 802,800

固定資産

有形固定資産

建物 34,570 34,778

減価償却累計額 △19,893 △19,095

建物（純額） 14,676 15,683

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,150 △2,133

車両運搬具（純額） 49 66

工具、器具及び備品 39,514 39,151

減価償却累計額 △32,114 △29,266

工具、器具及び備品（純額） 7,400 9,884

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 35,766 39,274

無形固定資産

のれん 2,000 2,857

特許権 3,156 3,104

商標権 1,637 1,323

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 67,877 66,273

無形固定資産合計 76,240 75,128

投資その他の資産

投資有価証券 475 10,357

出資金 10 10

長期貸付金 6,000 －

破産更生債権等 － 1,900

繰延税金資産 354 364
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31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)

差入保証金 51,343 53,808

保険積立金 156,711 242,720

その他 7,120 7,120

貸倒引当金 － △1,312

投資その他の資産合計 222,014 314,969

固定資産合計 334,021 429,372

資産合計 1,072,297 1,232,172

負債の部

流動負債

買掛金 36,321 141,768

短期借入金 － 50,000

未払金 5,579 7,459

未払費用 18,169 15,052

未払法人税等 1,801 1,613

前受金 59,303 33,620

預り金 6,479 2,384

受注損失引当金 952 －

その他 206 141

流動負債合計 128,812 252,038

固定負債

役員退職慰労引当金 49,590 44,798

固定負債合計 49,590 44,798

負債合計 178,402 296,837

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 229,624 273,132

自己株式 △139,434 △139,434

株主資本合計 887,089 930,598

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 127 －

評価・換算差額等合計 127 －

新株予約権 6,678 4,736

純資産合計 893,894 935,334

負債純資産合計 1,072,297 1,232,172
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 699,140 496,152

売上原価 471,793 322,381

売上総利益 227,347 173,770

販売費及び一般管理費 ※
 281,550

※
 260,910

営業損失（△） △54,203 △87,139

営業外収益

受取利息 496 92

有価証券利息 941 167

受取保険金 － 15,004

保険事務手数料 1,452 776

保険返戻金 － 20,698

償却債権取立益 － 281

その他 313 707

営業外収益合計 3,203 37,727

営業外費用

社債利息 6 －

支払利息 222 247

為替差損 335 90

保険解約損 － 1,006

その他 184 －

営業外費用合計 748 1,344

経常損失（△） △51,748 △50,756

特別利益

ゴルフ会員権売却益 2,750 －

特別利益合計 2,750 －

特別損失

固定資産除却損 550 22

投資有価証券評価損 10,385 96

特別損失合計 10,936 118

税引前四半期純損失（△） △59,935 △50,874

法人税、住民税及び事業税 463 643

法人税等調整額 △1,253 △17,889

法人税等合計 △789 △17,245

四半期純損失（△） △59,145 △33,629
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 222,535 175,955

売上原価 164,008 108,781

売上総利益 58,526 67,174

販売費及び一般管理費 ※
 93,611

※
 82,166

営業損失（△） △35,085 △14,992

営業外収益

受取利息 25 11

有価証券利息 466 －

保険事務手数料 717 253

保険返戻金 － 20,698

その他 57 24

営業外収益合計 1,266 20,986

営業外費用

支払利息 106 22

為替差損 319 1

その他 36 －

営業外費用合計 463 24

経常利益又は経常損失（△） △34,282 5,969

特別利益

ゴルフ会員権売却益 2,750 －

特別利益合計 2,750 －

特別損失

固定資産除却損 254 －

投資有価証券評価損 325 －

特別損失合計 579 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △32,112 5,969

法人税、住民税及び事業税 157 214

法人税等調整額 7,487 3,085

法人税等合計 7,645 3,299

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,757 2,669
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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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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（△） △59,935 △50,874

減価償却費 28,586 29,428

のれん償却額 857 857

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 952

固定資産除却損 550 22

投資有価証券評価損益（△は益） 10,385 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,180 4,791

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,312 △1,102

有価証券利息 △941 △167

受取利息 △496 △92

支払利息 228 247

保険返戻金 － △20,698

売上債権の増減額（△は増加） △8,990 193,682

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,141 △16,552

仕入債務の増減額（△は減少） △34,922 △52,343

前受金の増減額（△は減少） 23,835 25,683

未払金の増減額（△は減少） △593 △1,333

前渡金の増減額（△は増加） △23,255 △176

その他 △2,894 △573

小計 △94,233 111,846

利息及び配当金の受取額 990 596

利息の支払額 △235 △160

法人税等の還付額 4,166 12,204

法人税等の支払額 △12,819 △984

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,131 123,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △4,938 △1,350

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 △33,805 △27,108

投資有価証券の売却による収入 12 －

投資有価証券の償還による収入 － 10,000

長期貸付けによる支出 － △6,000

保険積立金の積立による支出 △17,905 △17,792

保険積立金の解約による収入 1,851 84,942

敷金及び保証金の差入による支出 △306 △52

敷金及び保証金の回収による収入 229 2,518

投資その他の資産の増減額（△は増加） △7,120 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,328 45,156
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

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 50,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △30,000 △100,000

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 △15,940 －

配当金の支払額 △10,140 △9,814

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,081 △59,814

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208,768 108,839

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 ※
 212,808

※
 369,619
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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３四半期累計期間（自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日）

　　　 該当事項はありません。

　

 

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年12月31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３四半期累計期間（自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31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３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度
（平成21年３月31日）

※  　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当第３四半期会計期間

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれております。

　　　　 　       　 ────

受取手形 3,675千円 　

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12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。

役員報酬 25,350千円

給料手当 55,443千円

役員退職慰労引当金繰入 6,180千円

営業支援費用 32,846千円

地代家賃 19,443千円

支払手数料 35,299千円

減価償却費 5,179千円

のれん償却額 857千円

研究開発費 63,383千円

貸倒引当金繰入額　 1,312千円

※　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 19,380千円

給料手当 63,502千円

役員退職慰労引当金繰入 4,791千円

営業支援費用 39,893千円

地代家賃 14,352千円

支払手数料 26,987千円

減価償却費 2,947千円

のれん償却額 857千円

研究開発費 48,466千円

貸倒引当金繰入額　 210千円

前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12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。

役員報酬 7,950千円

給料手当 18,237千円

役員退職慰労引当金繰入 1,883千円

営業支援費用 11,042千円

地代家賃 6,481千円

支払手数料 17,732千円

減価償却費 1,814千円

のれん償却額 285千円

研究開発費 18,199千円

貸倒引当金繰入額　 62千円

※　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 6,460千円

給料手当 20,370千円

役員退職慰労引当金繰入 1,362千円

営業支援費用 10,600千円

地代家賃 4,574千円

支払手数料 10,571千円

減価償却費 807千円

のれん償却額 285千円

研究開発費 14,929千円

貸倒引当金繰入額　 20千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 212,808千円

現金及び現金同等物 212,808千円

　

現金及び預金勘定 369,619千円

現金及び現金同等物 369,619千円

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

12月31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　

　新株予約権の四半期会計期間末残高　 6,678千円

　　　　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
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（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

　　　　前事業年度の末日に比べ著しい変動認められないため、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３四半期会計期間末（平成21年12月31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３四半期累計期間（自　平成20年４月１日 至　平成20年12月31日）

　　該当事項はありません。

　当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日 至　平成21年12月31日）

　　該当事項はありません。

前第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日 至　平成20年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成21年10月１日 至　平成21年12月31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３四半期会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

　   ストック・オプションに係る当第３四半期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
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（企業結合等関係）

　　　　当第３四半期会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31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３四半期会計期間末
（平成21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 89,808.32円 １株当たり純資産額 94,199.62円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △5,927.00円 １株当たり四半期純損失金額 △3,404.15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、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。

　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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純損失（△）（千円） △59,145 △33,629

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（△） △59,145 △33,629

期中平均株式数（株） 9,979 9,879

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、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

平成20年６月24日定時株主総会

決議によるストックオプション

（株式の数293株）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式の状況、（2）新株

予約権等の状況」に記載のとり

であります。

　　　　　────
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前第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △4,024.44円 １株当たり四半期純利益金額 270.27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、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。

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、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株当たり四半期純利益金額又は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３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △39,757 2,669

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利益又は四半期純損失

（△）
△39,757 2,669

期中平均株式数（株） 9,879 9,879

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、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

平成20年６月24日定時株主総会

決議によるストックオプション

（株式の数293株）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式の状況、（2）新株

予約権等の状況」に記載のとり

であります。　

　　　　　────

　

（重要な後発事象）

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

27/31



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２月５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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了

する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・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22年２月12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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了

する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・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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