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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22期
第２四半期
累計期間

第23期
第２四半期
累計期間

第22期
第２四半期
会計期間

第23期
第２四半期
会計期間

第22期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (千円) 320,196 473,533 177,598 262,342 733,679

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △56,725 22,291 △9,469 21,601 △37,103

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) △36,299 11,702 △11,793 17,308 △27,786

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) ― ― 890,610 820,894 899,884

総資産額 (千円) ― ― 1,076,384986,0441,073,520

１株当たり純資産額 (円) ― ― 89,541.3494,784.1490,449.86

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失(△)金額

(円) △3,674.421,322.04△1,193.772,017.52△2,812.94

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) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 82.2 82.5 83.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 134,622 77,069 ― ― 100,533

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 56,253 △22,377 ― ― 70,918

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,807 △91,239 ― ― △60,382

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 411,834 335,267 371,848

従業員数 (人) ― ― 48 39 48

(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22期第２四半期累計期間、第22期第２四半期会計期間及び第22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23期第２四半期累計期間及び第23期第２四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２四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22年９月30日現在

従業員数(人) 39

(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２四半期会計期間の商品仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　

セグメント別
当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

前年同期比(％)

ストレージソリューション事業 (千円) 12,426 ―

セキュリティ事業 (千円) 29,868 ―

合計 (千円) 42,294 ―

(注) １．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２四半期会計期間の受注状況をセグメント別に示すと、以下のとおりであります。

　

セグメント別
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比
(％)

イメージング＆プリンタコントローラ事業 102,298 ― 122,260 ―

ストレージソリューション事業 24,373 ― 13,491 ―

セキュリティ事業 135,403 ― 101,311 ―

その他 22,498 ― 50,690 ―

合計 284,572 ― 287,752 ―

(注) １．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２四半期会計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　

セグメント別 販売高（千円） 前年同期比(％)

イメージング＆プリンタコントローラ事業 78,366 ―

ストレージソリューション事業 39,994 ―

セキュリティ事業 116,494 ―

その他 27,487 ―

合計 262,342 ―

(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２四半期会計期間及び当第２四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２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

NECエンジニアリング株式会社 － － 63,362 24.2

京セラミタ株式会社 53,530 30.1 31,480 12.0

株式会社カークエスト 22,450 12.6 450 0.2

丸紅インフォテック株式会社 18,772 10.6 － －

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四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。

　

EDINET提出書類

日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)

四半期報告書

 5/31



　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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２四半期会計期間におけるわが国経済は、好調なアジア経済に支えられ、輸出関連を中心とした企

業の業績は回復しつつあり、景気は緩やかながら回復基調となりました。しかしながら、欧州の金融、財政

危機や米国の景気不安により円高が進行するなど、企業業績を押し下げる懸念材料が表面化し、景気回復

の動きが弱まり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス産業におきましても、不透明な経済情勢の中、企業マインドは冷え込み、情報化投資の中

止、先送り、縮小または選別する動きは依然として強く、厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社は、縮小または選別され、限られた需要に対し、競合他社との差別化を図るた

め、セキュアプリントシステム（製品名「SPSE」）やIP監視カメラネットワーク統合ソフトウェア（製

品名「Fire Dipper」）等の主力の自社開発製品の品質や機能を向上させるための開発を行い、その分野

においてオンリーワンの製品を作りあげることで、受注高を伸長させるとともに、人件費を中心に経費削

減に努めるなど業績回復に向けての活動を推進してまいりました。

その結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高は262,342千円（前年同四半期比47.7％増）、営業利

益は21,263千円（前年同四半期は営業損失24,408千円）、経常利益は21,601千円（前年同四半期は経常

損失9,469千円）、四半期純利益は17,308千円（前年同四半期は四半期純損失11,793千円）となりまし

た。　

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

イメージング＆プリンタコントローラ事業

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は減少したものの、プリンタ制御ソフト

ウェアのライセンス販売やロイヤリティ収入が伸長した結果、当第２四半期会計期間のセグメントの

業績は、売上高は78,366千円、利益19,882千円となりました。

　また、当事業では、次世代の製品開発に着手し、医療用画像を高精度にカラープリントするソフトウェ

アのプロトタイプを開発いたしました。当ソフトウェアを中小の医療機関に販売することで、今まで大

病院でしかできなかったサービスを中小のクリニック等で同様のサービスを患者にできるようになり

ます。

　

ストレージソリューション事業

サーバ等のデータをDVDやBlu-Ray等に自動でバックアップする単体ドライブ装置及びその制御ソフ

トウェア、DVDやBlu-Ray等の光ディスクにバックアップし同時にプリント可能なディスクパブリッ

シャ（製品名「Bravoシリーズ」）及びその制御ソフトウェア（製品名「iDupli」）の販売や関連す

る受託開発が伸長した結果、当第２四半期会計期間のセグメントの業績は、売上高は39,994千円、利益

4,248千円となりました。

　

セキュリティ事業

Fire Dipperの官公庁向け大型案件等が収益に大幅に寄与した結果、当第２四半期会計期間のセグメ
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ントの業績は、売上高116,494千円、利益18,567千円となりました。

　

その他

受託開発事業及び保守サービス事業においては、受託開発案件は減少したものの、保守サービス契約

が増加した結果、当第２四半期会計期間のセグメントの業績は、売上高は27,487千円、利益5,063千円と

なりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

　当第２四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。

（流動資産）

当第２四半期会計期間末の流動資産合計は654,471千円と前事業年度末に比べて85,954千円減少し

ました。減少した主な要因は、現金及び預金が35,347千円、受取手形及び売掛金が26,202千円、商品及び

製品が17,180千円、繰延税金資産が8,242千円それぞれ減少したこと等によるものです。

（固定資産）

　当第２四半期会計期間末の固定資産合計は331,572千円と前事業年度末に比べて1,521千円減少しま

した。減少した主な要因は、ソフトウェアが7,692千円減少しましたが、保険積立金が9,281千円増加し

たこと等によるものです。

　この結果総資産は、前事業年度末に比べ87,476千円減少し986,044千円となりました。

（流動負債）

　当第２四半期会計期間末の流動負債合計は100,276千円と前事業年度末に比べて22,406千円減少しま

した。減少した主な要因は、前受金が9,451千円増加しましたが、買掛金が29,499千円減少したこと等に

よるものです。

（固定負債）

　当第２四半期会計期間末の固定負債合計は64,873千円と前事業年度末に比べて13,920円増加しまし

た。増加した主な要因は、役員退職慰労引当金が13,920千円増加したためであります。

　この結果負債合計は、前事業年度末に比べ8,485千円減少し165,149千円となりました。

（純資産）

　当第２四半期会計期間末の純資産合計は820,894千円と前事業年度末に比べて78,990千円減少しまし

た。減少した主な要因は、自己株式の取得により、自己株式が△91,002千円増加し、四半期純利益の計上

により利益剰余金が11,702千円増加したためであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、第１四半期会計

期間末に比べ5,592千円減少し、335,267千円となりました。

　また、当第２四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２四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は4,735千円（前年同四半期比90.7％

減）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益21,584千円や減価償却費10,185千円を計上したま

したが、売上債権の増加額が22,214千円になったこと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２四半期会計期間における投資活動の結果使用した資金は10,295千円（前年同四半期は70,889
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千円の収入）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4,421千円、保険積立金積立に

よる支出4,640千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２四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は14千円（前年同四半期比99.5％減）

となりました。これは、配当金の支払によるものであります。　

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期会計期間における当社の研究開発費の総額は、20,052千円（前年同期比11.4％増）とな

りました。これは、主にSPSEの機能拡充、プリンタトナーセーブソフトウェア（製品名「Wise Saver」）、

及びディスクパブリッシャー向けバックアップソフトウェア（製品名「iDupli」）等に関する研究開発

費であります。

　

(6) 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、欧州経済の悪化や円高進行による経済不安等により、不透明な状況が続くと予想されま

す。

　情報サービス産業におきましては、景気が企業ユーザの情報化投資の抑制や予算執行の延期など引き続

き厳しい状況が続くものと予想されます。

　当社といたしましては、引き続き、提携しているSI会社や代理店とマーケティングを行い、顧客の要望に

素早く対応し、自社製品の機能向上を行い、受注活動に邁進してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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)

(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２四半期会計期間末現在
(平成22年９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２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 177

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) 177

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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【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22年７月１日～
平成22年９月30日

― 11,480 ― 401,200 ― 395,700

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

松　村　泳　成 神奈川県大和市 4,126 35.94

日本テクノ・ラボ株式会社 東京都千代田区平河町１－２－10　 2,901 25.27

矢崎総業株式会社 東京都港区三田１－４－28 450 3.92

株式会社ISE 東京都品川区南品川６－15－３ 304 2.65

ティーツー・キャピタル株式会
社

東京都千代田区二番町９－10タワー麹町ビル
２階

296 2.58

三　宅　みち子 三重県津市 291 2.53

兼松株式会社 東京都港区芝浦１－２－１ 290 2.53

辻　澤　　　勝 愛知県名古屋市天白区 255 2.22

株式会社インターチャネル 東京都世田谷区上馬２－14－１ 175 1.52

株式会社ジャフコ 東京都千代田区丸の内１－８－２ 153 1.33

計 ― 9,241 80.50
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９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　2,901 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　8,579 8,579 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 11,480 ― ―

総株主の議決権 ― 8,579 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９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

2,901 ― 2,901 25.27

計 ― 2,901 ― 2,901 25.27

　

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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 70,80072,50066,00063,00054,00048,000

最低(円) 45,50060,30060,30051,50046,90040,000

(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。

　

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２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年９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２四半期会計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 335,068 370,415

受取手形及び売掛金 220,832 247,035

商品及び製品 31,331 48,511

仕掛品 18,794 17,236

前渡金 20,596 19,842

前払費用 22,568 22,102

繰延税金資産 4,718 12,961

未収還付法人税等 － 674

その他 811 1,925

貸倒引当金 △250 △280

流動資産合計 654,471 740,426

固定資産

有形固定資産

建物 34,233 34,570

減価償却累計額 △20,825 △20,277

建物（純額） 13,408 14,292

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,166 △2,155

車両運搬具（純額） 33 44

工具、器具及び備品 35,653 40,402

減価償却累計額 △28,649 △33,143

工具、器具及び備品（純額） 7,003 7,258

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 34,085 35,235

無形固定資産

のれん 1,142 1,714

特許権 2,158 3,396

商標権 1,538 1,552

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 55,898 63,590

無形固定資産合計 62,308 71,822

投資その他の資産

投資有価証券 388 567

出資金 10 10

長期貸付金 6,000 6,000

繰延税金資産 4 150

差入保証金 51,528 51,343

保険積立金 170,126 160,844
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

その他 7,120 7,120

投資その他の資産合計 235,178 226,036

固定資産合計 331,572 333,094

資産合計 986,044 1,073,520

負債の部

流動負債

買掛金 28,004 57,504

未払金 8,539 9,043

未払費用 14,219 15,165

未払法人税等 1,730 2,822

前受金 44,534 35,082

預り金 3,060 2,860

その他 186 203

流動負債合計 100,276 122,682

固定負債

役員退職慰労引当金 64,873 50,952

固定負債合計 64,873 50,952

負債合計 165,149 173,635

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 247,170 235,467

自己株式 △230,992 △139,990

株主資本合計 813,077 892,377

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 75 181

評価・換算差額等合計 75 181

新株予約権 7,741 7,325

純資産合計 820,894 899,884

負債純資産合計 986,044 1,073,520
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　（２）【四半期損益計算書】
　　【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(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 320,196 473,533

売上原価 213,600 274,796

売上総利益 106,596 198,736

販売費及び一般管理費 ※
 178,743

※
 176,950

営業利益又は営業損失（△） △72,147 21,785

営業外収益

受取利息 81 218

有価証券利息 167 －

受取保険金 15,004 －

保険事務手数料 523 413

償却債権取立益 281 －

その他 683 101

営業外収益合計 16,741 734

営業外費用

支払利息 225 －

為替差損 88 7

保険解約損 1,006 －

支払手数料 － 220

営業外費用合計 1,319 227

経常利益又は経常損失（△） △56,725 22,291

特別利益

新株予約権戻入益 － 393

特別利益合計 － 393

特別損失

固定資産除却損 22 2,212

投資有価証券評価損 96 －

特別損失合計 118 2,212

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △56,844 20,472

法人税、住民税及び事業税 429 309

法人税等調整額 △20,974 8,460

法人税等合計 △20,544 8,770

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,299 11,702
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　　【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(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 177,598 262,342

売上原価 119,778 162,580

売上総利益 57,819 99,762

販売費及び一般管理費 ※
 82,227

※
 78,498

営業利益又は営業損失（△） △24,408 21,263

営業外収益

受取利息 63 135

有価証券利息 42 －

受取保険金 15,004 －

保険事務手数料 245 205

為替差益 5 －

償却債権取立益 39 －

その他 654 54

営業外収益合計 16,054 395

営業外費用

支払利息 109 －

保険解約損 1,006 －

為替差損 － 57

営業外費用合計 1,115 57

経常利益又は経常損失（△） △9,469 21,601

特別利益

新株予約権戻入益 － 178

特別利益合計 － 178

特別損失

役員退職慰労引当金繰入額 5,025 －

固定資産除却損 22 195

特別損失合計 5,047 195

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △14,516 21,584

法人税、住民税及び事業税 214 154

法人税等調整額 △2,938 4,121

法人税等合計 △2,723 4,276

四半期純利益又は四半期純損失（△） △11,793 17,308
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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２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△56,844 20,472

減価償却費 19,092 20,782

のれん償却額 571 571

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,160 －

固定資産除却損 22 1,537

投資有価証券評価損益（△は益） 96 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,428 13,920

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,122 △30

有価証券利息 △167 －

受取利息 △81 △218

支払利息 225 －

売上債権の増減額（△は増加） 206,867 26,202

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,077 15,622

仕入債務の増減額（△は減少） △41,929 △29,499

前受金の増減額（△は減少） 8,383 9,451

未払金の増減額（△は減少） 339 179

その他 △2,661 △1,811

小計 122,304 77,180

利息及び配当金の受取額 583 71

利息の支払額 △160 －

法人税等の還付額 12,204 －

法人税等の支払額 △309 △183

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,622 77,069

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 △1,130 △2,400

無形固定資産の取得による支出 △18,644 △10,510

有価証券の償還による収入 10,000 －

保険積立金の積立による支出 △13,075 △9,281

保険積立金の解約による収入 76,638 －

敷金及び保証金の差入による支出 △52 △185

敷金及び保証金の回収による収入 2,518 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,253 △22,377

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 －

短期借入金の返済による支出 △80,000 －

自己株式の取得による支出 － △91,222

配当金の支払額 △9,807 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,807 △91,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △32
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,054 △36,581

現金及び現金同等物の期首残高 260,779 371,848

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 411,834

※
 335,267
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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２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用　

　第１四半期会計期間から「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。これによる損益に与える影響はありません。　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　固定資産減価償却費の算定方法

　有形固定資産の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２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９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 12,920千円

給料手当 43,132千円

役員退職慰労引当金繰入 3,428千円

営業支援費用 29,293千円

地代家賃 9,777千円

支払手数料 16,416千円

減価償却費 2,139千円

のれん償却額 571千円

研究開発費 33,536千円

貸倒引当金繰入額 190千円

※　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 16,253千円

給料手当 36,382千円

役員退職慰労引当金繰入 13,920千円

営業支援費用 21,179千円

地代家賃 10,072千円

支払手数料 15,006千円

減価償却費 1,506千円

のれん償却額 571千円

研究開発費 38,844千円

　 　

　

前第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９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 6,460千円

給料手当 20,807千円

役員退職慰労引当金繰入 1,862千円

営業支援費用 14,426千円

地代家賃 4,178千円

支払手数料 3,411千円

減価償却費 725千円

のれん償却額 285千円

研究開発費 18,008千円

※　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 8,709千円

給料手当 16,014千円

役員退職慰労引当金繰入 1,946千円

営業支援費用 11,342千円

地代家賃 5,272千円

支払手数料 3,191千円

減価償却費 720千円

のれん償却額 285千円

研究開発費 20,052千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９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21年９月30日現在)

現金及び預金勘定 411,834千円

現金及び現金同等物 411,834千円
 

※　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22年９月30日現在)

現金及び預金勘定 335,068千円

その他（預け金） 199千円

現金及び現金同等物 335,267千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平

成22年９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 2,901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 7,741千円

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動

当社は平成22年２月19日及び同年４月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ

り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方

法について決議し、平成22年４月１日から平成22年４月30日までの期間において、札幌証券取引所におけ

る市場買付にて、当社普通株式を1,289株取得しました。この結果、第２四半期累計期間において自己株式

が91,002千円増加し、230,992千円となっております。

　

　

(金融商品関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９月30日)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。
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(有価証券関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９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。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年９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２四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

前第２四半期会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

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

ストック・オプションに係る当第２四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　　　 　 162千円

　

(企業結合等関係)

当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期会計期間より「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。

　
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。

当社は、本社に製品・サービス別に各事業部（各ユニット）を置き、各事業部（各ユニット）は、

取り扱う製品・サービスについてのマーケティングや営業戦略を立案し、営業活動を展開しており、

「イメージング＆プリンタコントローラ事業」、「ストレージソリューション事業」及び「セキュ

リティ事業」の３つを報告セグメントとしております。

「イメージング＆プリンタコントローラ事業」は、プリンタコントローラ関連製品（関連ハード

ウェアならびにソフトウェアライセンス）の開発・販売、画像処理ソフトウェアの開発・販売及び

プリンタコントローラに関する受託開発をしております。「ストレージソリューション事業」は、

ディスクパブリッシャー装置等データアーカイブシステムの販売ならびにシステムインテグレー

ションを行っております。「セキュリティ事業」はセキュアプリントシステムの開発・販売、映像監

視システムの開発・販売ならびにシステムインテグレーション等を行っております。
　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

当第２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)　
（単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）

合計イメージング＆
プリンタコント
ローラ事業

ストレージソ

リューション事

業

セキュリティ

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対する売上高 139,83655,968225,178420,98252,550473,533

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － －

計 139,83655,968225,178420,98252,550473,533

　セグメント利益 30,913 5,481 46,179 82,574 6,555 89,130

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発事業及び保守サービス事業

を含んでおります。　
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当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)　
（単位：千円）

　

報告セグメント
その他
（注）

合計イメージング＆
プリンタコント
ローラ事業

ストレージソ

リューション事

業

セキュリティ

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対する売上高 78,366 39,994116,494234,85427,487262,342

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － －

計 78,366 39,994116,494234,85427,487262,342

　セグメント利益 19,882 4,248 18,567 42,698 5,063 47,762

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発事業及び保守サービス事業

を含んでおります。　

　
３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差額調整に関する事項）

当第２四半期累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)　
（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 82,574

「その他」区分の利益 6,555

全社費用（注） △67,344

四半期損益計算書の営業利益 21,785

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　

当第２四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)　
（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 42,698

「その他」区分の利益 5,063

全社費用（注） △26,498

四半期損益計算書の営業利益 21,263

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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(賃貸等不動産関係)

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２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 94,784.14円
　

１株当たり純資産額 90,449.86円
　

　
２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

　

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △3,674.42円
　

１株当たり四半期純利益金額 1,322.04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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △36,299 11,702

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
(△)(千円)

△36,299 11,702

期中平均株式数(株) 9,879 8,852

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

──── ────
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　 前第２四半期会計期間

(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △1,193.77円
　

１株当たり四半期純利益金額 2,017.52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２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △11,793 17,308

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
(△)(千円)

△11,793 17,308

期中平均株式数(株) 9,879 8,579

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

──── ────

　

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成21年11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　　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２四半期会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年

９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９月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期

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11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22年４月１日から平成23年３月31日までの第23期事業年度の第２四半期会計期

間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年

９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22年９月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期

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。
　

EDINET提出書類

日本テクノ・ラボ株式会社(E05690)

四半期報告書

31/31


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間
	第２四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	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
	簡便な会計処理
	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
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

