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大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 19 年８月３日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケ

ット―「ヘラクレス」に上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 
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平成 20 年１月期  第１四半期財務・業績の概況（連結）   平成 19年８月３日 

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所 （コード番号：４３６９ 大証ヘラクレス Ｓ） 

（ＵＲＬ http://www.trichemical.com ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 竹中 潤平 （ＴＥＬ：（0554）63－6600） 

責任者役職･氏名 取締役管理本部長 砂越 豊  

 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

① 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：有 
(1)当四半期連結会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成 19 年４月１日以降取得の固定資産につい
ては、改正法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上しております。なお、この変更に
伴う売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響は
軽微であります。 

(2)当四半期連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しております。 
② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ：無 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ：有 

      株式会社大阪証券取引所の定める「ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価
証券上場規程の特例の取扱い」17 の２に準じて作成しており、当該別添に定められている「四半期財
務諸表に対する意見表明に係る基準」に準じて新日本監査法人による手続を実施しております。 

 
２ 平成 20年１月期第１四半期の財務・業績概況（平成 19年２月 1日～平成 19年４月 30日） 
(1)経営成績（連結）の進捗状況                                                （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期(当期)純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年１月期第１四半期    780   ― 137   ― 124   ― 72   ― 

19 年１月期第１四半期 ―  ― ―  ― ―  ― ―  ― 

(参考)19 年１月期 2,701      346      328      190      

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期(当期)純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年１月期第１四半期 22  72 13  48 

19 年１月期第１四半期 ―  ― ―  ― 

(参考)19 年１月期 77  37 40  90 

 (注) 平成 19 年１月期は、四半期決算を行っていないため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期比増
減率については記載を省略しております。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当連結会計年度の第１四半期につきましては、国内ではユーザーの新規投資に支えられるなどにより堅調
に推移する一方で、海外においても、主に台湾地域をはじめとするアジア地域において好調さを維持したこ
となどから、売上高は 780 百万円となり、経常利益は124 百万円、四半期純利益は72百万円となりました。 
 
(2)財政状態（連結）の変動状況                                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

20 年１月期第１四半期 2,954 1,311 44.4 271    61 

19 年１月期第１四半期 ― ― ― ―    ― 

(参考)19 年１月期 2,829 1,238 43.8 248    84 

(注) 平成 19 年１月期は、四半期決算を行っていないため、前年同四半期の数値については記載を省略し

ております。 
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【連結キャッシュ・フローの状況】                       （百万円未満切捨）   

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
四半期末(期末)残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年１月期第１四半期 △71 △39 81 74 

19 年１月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)19 年１月期 16 △71 51 103 

(注) 平成 19 年１月期は、四半期決算を行っていないため、前年同四半期の数値については記載を省略し

ております。 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
当連結会計年度の第１四半期末における総資産の残高は 2,954 百万円となり、前連結会計年度末に比べ124

百万円の増加となりました。その主な要因は、売上高の増加に伴う売上債権が増加したことによるものであ
ります。また、純資産の残高は 1,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ 73百万円の増加となりました。
その主な要因は、増益に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 
当連結会計年度の第１四半期における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益を 124 百万円計

上したものの、売上債権の増加、法人税等の支払及び有形固定資産の取得による支出等により相殺されたこ
とから、前連結会計年度末に比べ 29 百万円減少し、当連結会計年度の第１四半期末には 74 百万円となりま
した。 
 

○ 添付資料 

第１四半期連結貸借対照表、第１四半期連結損益計算書、四半期連結株主資本等変動計算書、四半期連
結キャッシュ・フロー計算書、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、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の変更、注記事項 

 

以  上 

 
[参  考] 
 
平成 20年１月期の連結業績予想（平成 19年２月１日～平成 20年１月 31日） 

 売上高 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 1,480 183 108 

通     期 3,071 367 219 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 32 円 26 銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

１株当たり予想当期純利益（通期）については、公募予定株式数（1,200,000 株）を含めた予定期末発行
済株式数（6,810,160 株）により算出しております。なお、当社は平成 19 年５月 10 日付でＡ種優先株式
2,200,000 株を普通株式へ転換しております。 
 上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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○ 添付資料 

① 第１四半期連結貸借対照表 

当第１四半期連結会計期間末 
    

(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     85,665   

２ 受取手形及び売掛金 ※２   1,158,482   

３ たな卸資産     318,979   

４ その他     41,033   

 貸倒引当金     △3,666   

流動資産合計     1,600,494 54.2 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 705,484     

減価償却累計額   △245,630 459,854   

(2) 工具器具備品   524,102     

減価償却累計額   △259,642 264,460   

(3) 土地 ※１   299,581   

(4) その他 ※１ 394,114    

減価償却累計額  △232,224 161,889  

有形固定資産合計     1,185,785 40.1 

２ 無形固定資産     27,411 0.9 

３ 投資その他の資産         

(1) その他     147,676   

貸倒引当金     △7,128   

投資その他の資産合計     140,547 4.8 

固定資産合計     1,353,743 45.8 

資産合計     2,954,238 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 
    

(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金     68,233   

２ 短期借入金 ※１,３   692,000   

３ 一年内返済予定長期 
借入金 ※１   137,272   

４ 一年内償還予定社債     220,000   

５ 賞与引当金     40,394   

６ その他     222,902   

流動負債合計     1,380,802 46.7 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※１   261,095   

２ その他     424   

固定負債合計     261,519 8.9 

負債合計     1,642,322 55.6 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金     386,658 13.1 

２ 資本剰余金     287,658 9.7 

３ 利益剰余金     629,719 21.3 

株主資本合計     1,304,036 44.1 

Ⅱ 評価・換算差額等         
その他有価証券評価 
差額金     5,711 0.2 

為替換算調整勘定     2,167 0.1 

評価・換算差額等合計     7,879 0.3 

純資産合計     1,311,916 44.4 

負債純資産合計     2,954,238 100.0 
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② 第１四半期連結損益計算書 

当第１四半期連結会計期間 
    

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高     780,903 100.0 

Ⅱ 売上原価     415,752 53.2 

売上総利益     365,150 46.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   228,149 29.2 

営業利益     137,001 17.6 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息   13     

２ 受取事務手数料   98     

３ 受取家賃   150     

４ その他   206 468 0.0 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   4,783     

２ 為替差損   5,488     

３ その他   2,525 12,797 1.6 

経常利益     124,671 16.0 

税金等調整前四半期純利益     124,671 16.0 

法人税、住民税及び事業税   53,001     

法人税等調整額 ※２ △1,274 51,727 6.6 

四半期純利益     72,944 9.4 
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③ 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年２月１日 至 平成 19年４月 30日） 

株主資本   

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 19年１月 31日残高（千円） 386,658 287,658 556,774 1,231,092 

四半期連結会計期間中の変動額         

四半期純利益 ― ― 72,944 72,944 

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額） ― ― ― ― 

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円） ― ― 72,944 72,944 

平成 19年４月 30日残高（千円） 386,658 287,658 629,719 1,304,036 

  
評価・換算差額等   

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成 19年１月 31日残高（千円） 5,187 2,536 7,723 1,238,815 

四半期連結会計期間中の変動額         

四半期純利益 ― ― ― 72,944 

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額） 524 △368 156 156 

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円） 524 △368 156 73,100 

平成 19年４月 30日残高（千円） 5,711 2,167 7,879 1,311,916 
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④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

    

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 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利益   124,671 

 減価償却費   40,208 

 持分法による投資損益（△は利益）   1,149 

 貸倒引当金の増減額（△は減少）   446 

 受取利息及び受取配当金   △13 

 支払利息   4,783 

 有形固定資産除売却損   91 

 売上債権の増減額（△は増加）   △147,940 

 たな卸資産の増減額（△は増加）   △18,587 

 仕入債務の増減額（△は減少）   6,257 

 未収入金の増減額（△は増加）   △12 

 未払費用の増減額（△は減少）   △6,183 

 その他流動資産の増減額（△は増加）   3,512 

 その他流動負債の増減額（△は減少）   27,462 

 未払消費税等の増減額（△は減少）   5,360 

 その他   △3,426 

小計   37,781 

 利息及び配当金の受取額   13 

 利息の支払額   △3,474 

 法人税等の支払額   △105,361 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △71,040 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 定期預金の預入れによる支出   △800 

 投資有価証券の取得による支出   △299 

 有形固定資産の取得による支出   △38,526 

 有形固定資産の売却による収入   89 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △39,536 

Ⅲ 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   802,000 

 短期借入金の返済による支出   △693,000 

 長期借入金の返済による支出   △27,838 

財務活動によるキャッシュ・フロー   81,162 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額（△は減少）   △279 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △29,694 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   103,760 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 74,065 
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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 

  

項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

子会社は全て連結の範囲に含めて

おります。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

TCLC, INC. 

２ 持分法の適用に関する

事項 

（1）関連会社は全て持分法を適用して

おります。 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

    ㈱エッチ・ビー・アール 

Techno Trichem Laboratory 

Corporation 

  （2）持分法適用会社のうち、第１四半

期決算日が第１四半期連結決算日

と異なる会社については、当該会社

の第１四半期会計期間に係る四半

期財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の第１四半

期会計期間等に関する事

項 

連結子会社TCLC, INC.の第１四半期

決算日は、３月31日であります。 

 四半期連結財務諸表の作成に当た

っては、同第１四半期決算日現在の四

半期財務諸表を使用しております。 

ただし、４月１日から第１四半期連

結決算日４月30日までの期間に発生

した重要な取引については、連結上必

要な調整を行なっております。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

  ① 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

  

  

  

（1）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

第１四半期決算期末日の市

場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  （2）たな卸資産 

総平均法による原価法 

ただし、貯蔵品の容器は個別法に

よる原価法 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

② 重要な減価償却資

産の減価償却の方法 

  

（1）有形固定資産 

  定額法によっております。 

ただし、取得価格10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては３年間の均等償却によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ７～40年 

工具器具備品    ４～15年 

（2）無形固定資産 

   定額法によっております。 

   ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

  

（3）長期前払費用 

均等償却によっております。 

  ③ 重要な引当金の計

上基準 

（1）貸倒引当金 

   債権等の貸倒による損失に備える

ため一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

  （2）賞与引当金 

   従業員賞与の支払に備えるため将

来の支給見込額のうち当第１四半期

連結会計期間の負担額を計上してお

ります。 

 ④ 四半期連結財務諸

表の作成の基礎とな

った連結会社の四半

期財務諸表の作成に

当たって採用した重

要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、第１四半期

連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、第１四半期連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

 ⑤ 重要なリース取引

の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

方法によっております。 

 ⑥ その他四半期連結

財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

  税抜方式を採用しております。 

５ 四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヵ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなります。 
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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の変更 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

（減価償却方法の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の固定資産については、改正法

人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上して

おります。 

 なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益、経常利益、

税金等調整前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  

  

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19年４月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 450,712千円

土地  299,581 〃 

その他  19,118 〃 

  合計 769,412千円 
   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 332,000千円

一年内返済予定長期借入金 104,394 〃 

 長期借入金 194,856 〃 

  合計 631,250千円 
※２ 期末日満期手形 

   四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形が四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 64,927千円 
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。契約

に基づく当四半期連結会計期間末の借入金未実行残

高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 900,000千円

貸出実行残高 692,000 〃 

差引額 208,000千円 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年２月１日 

至 平成19年４月30日) 

※１ 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。 
貸倒引当金繰入額 561千円
給与手当 44,782 〃 

役員報酬 27,585 〃 
賞与引当金繰入額 7,372 〃 
研究開発費 58,378 〃  

※２ 当四半期連結会計期間における税金費用について

は、簡便法による税効果会計を適用しております。 

  
(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

 当第１四半期連結会計期間(自 平成19年２月１日 至 平成 19年４月 30日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式（千株） 3,210 ― ― 3,210 

Ａ種優先株式（千株） 2,200 ― ― 2,200 

計 5,410 ― ― 5,410 

  
２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（千株） 
会社名 内訳 

目的となる 
株式の種類 前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期 
連結会計期間末 

当連結会計 
年度末残高 
（千円） 

提出会社 第１回新株予約権 普通株式 550 ― ― 550 ― 

合計 550 ― ― 550 ― 

（注）１ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

   ２ 第１回新株予約権については、平成 19 年４月６日開催の取締役会決議及び本新株予約権者との同意により、

本新株予約権の目的となる株式の種類はＡ種優先株式から普通株式へと変更になっております。 

  
４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30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 

現金及び預金 85,665千円

預入期間３か月超の定期預金   △11,600 〃 

現金及び現金同等物   74,065千円

  

  
  

(リース取引関係) 

  

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第１四半期末残高相当額 

     
工具器 
具備品 
(千円) 

有形固 
定資産 
「その 
他」 
(千円) 

無形固 
定資産 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

26,838 56,957 65,190 148,985 

減価償却 
累計額相 
当額 

11,246 18,579 23,394 53,220 

第１四半 
期末残高 
相当額 

15,591 38,378 41,796 95,765 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料第１四半期

末残高が有形及び無形固定資産の第１四半期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 ② 未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年以内 29,048千円

１年超 66,717 〃 

合計 95,765千円 
  (注) 未経過リース料第１四半期末残高相当額は、

未経過リース料第１四半期末残高が有形及び無

形固定資産の第１四半期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 7,072千円

減価償却費相当額  7,072 〃  
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 
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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19年４月30日） 

  
１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
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) 

四半期連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

      

 株式 6,407 8,644 2,236 

小計 6,407 8,644 2,236 

四半期連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

      

 株式 ― ― ― 

小計 ― ― ― 

合計 6,407 8,644 2,236 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

  

38,006 

  

  
  

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年４月30日） 

      デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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19年２月１日  至 平成19年４月30日） 

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１四半期連結会計期間(自 平成 19年２月１日 至 平成 19年４月30日) 

  

    当社及び連結子会社の事業は、主に半導体製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の

単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略してお

ります。 

  
【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成 19年２月１日 至 平成 19年４月30日) 

  

  
日本 
(千円) 

北米 
 (千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

758,693 22,209 780,903 ― 780,903 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

23,597 3,694 27,291 (27,291) ― 

計 782,290 25,904 808,195 (27,291) 780,903 

営業費用 638,748 29,307 668,056 (24,154) 643,902 

営業利益 143,542 (3,403) 140,138 (3,137) 137,001 

(注) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  
【海外売上高】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成 19年２月１日 至 平成 19年４月30日) 

  

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 12,113 215,898 10,095 238,108 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 780,903 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

1.6 27.6 1.3 30.5 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米……米国 

(2) アジア……台湾、韓国 

(3) その他の地域……アイルランド、イスラエル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(企業結合等関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年２月１日  至 平成19年４月30日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

１株当たり純資産額 271.61円 

１株当たり四半期純利益 22.72円 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 13.48円 

(注) 算定上の基礎 

   １． １株当たり純資産額 

当第１四半期 
連結会計期間末 項目 

(平成19年４月30日) 

四半期連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,311,916 

普通株式に係る純資産額(千円) 871,916 

差額の主な内訳(千円)   

 優先株式に係る資本金 220,000 

 優先株式に係る資本準備金 220,000 

普通株式の発行済株式数(株) 3,210,160 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 3,210,160 

  

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

当第１四半期 
連結会計期間 

項目 
(自 平成19年２月１日  
至 平成19年４月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 72,944 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 72,944 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 3,210,160 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益   

 四半期純利益調整額(千円) ― 

 普通株式増加数(株) 2,200,000 

 (うちＡ種優先株式(株)) (2,200,000) 

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
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類（新
株予約権の目的となる株
式の数1,540,000株）。 
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(重要な後発事象) 

  

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

（新株予約権行使による新株式の発行） 

 平成19年５月23日付で新株予約権（第１回新株予約

権）の行使がありました。新株予約権の行使により発行

した株式の概要は次のとおりであります。 

 ①権利行使者 

インテル キャピタル (ケイマン) コーポレーショ

ン 

②発行株式の種類及び数 

  普通株式 200,000株 

 ③発行した株式の発行価格 

  １株につき200円 

 ④発行価格のうち資本へ組入れる額 

  １株につき100円 

 ⑤発行総額 

  40,000千円 

 これに伴い、発行済株式の総数は5,610,160株となり、

資本金は406,658千円、資本準備金は307,658千円となり

ました。 

 

（公募による募集株式の発行の決議） 

 平成19年６月28日開催の取締役会において、公募によ

る募集株式の発行を決議しております。 

①募集株式数 

 普通株式 1,200,000株 

②払込金額 

 未定（平成19年７月12日開催予定の取締役会で決

定）ただし、引受価額（引受人より当社に支払われ

る金額）が払込金額を下回る場合は、本株式募集を

中止するものとする。 

③増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 平成19年７月24日に決定される予定の引受価額を

基礎とし、会社計算規則第37条第１項に基づき算出

される資本金等増加限度額の２分の１相当額を資

本金に計上し、残額を資本準備金とする。 

④発行価格 

 未定（払込金額決定後、払込金額以上の価格で仮条

件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘案の

上、平成19年７月24日に決定される予定） 

⑤募集方法 

 発行価格による一般募集とし、新光証券株式会社、

三菱ＵＦＪ証券株式会社、髙木証券株式会社、いち

よし証券株式会社、ＳＢＩイー・トレード証券株式

会社及び楽天証券株式会社に全株式を買取引受さ

せる。 

⑥引受人の対価 

 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、

発行価格と引受価額（引受人より当社に支払われる

金額）との差額の総額を引受人の手取金とする。 
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当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

⑦申込期間 

 平成19年７月26日（木曜日）から 

 平成19年７月31日（火曜日）まで 

⑧申込株数単位 

1,000株 

 ⑨払込期日 

  平成19年８月２日（木曜日） 

 ⑩株券受渡期日 

  平成19年８月３日（金曜日） 

 ⑪払込取扱場所 

  株式会社山梨中央銀行 上野原支店 

 ⑫その他本株式の募集に関して取締役会における承

認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会におい

て決定する。 

 ⑬前記各号については、証券取引法による届出の効力

発生を条件とする。 

 ⑭この募集株式発行による調達資金の使途について

は、全額を研究開発費に充当する計画とする。 
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平成 20 年１月期  第１四半期財務・業績の概況（個別）   平成 19年８月３日 

上場会社名 株式会社トリケミカル研究所 （コード番号：４３６９ 大証ヘラクレス Ｓ） 

（ＵＲＬ http://www.trichemical.com ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 竹中 潤平 （ＴＥＬ：（0554）63－6600） 

責任者役職･氏名 取締役管理本部長 砂越 豊  

 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

① 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：有 
(1)当四半期会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成 19年４月１日以降取得の固定資産については、
改正法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上しております。なお、この変更に伴う売
上総利益、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響は軽微でありま
す。 

(2)当四半期会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しております。 
② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ：有 

      株式会社大阪証券取引所の定める「ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価
証券上場規程の特例の取扱い」17 の２に準じて作成しており、当該別添に定められている「四半期財
務諸表に対する意見表明に係る基準」に準じて新日本監査法人による手続を実施しております。 

 
２ 平成 20年１月期第１四半期の財務・業績概況（平成 19年２月 1日～平成 19年４月 30日） 
(1)経営成績（個別）の進捗状況                                                （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期(当期)純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年１月期第１四半期    782   ― 143   ― 132   ― 79   ― 

19 年１月期第１四半期 ―  ― ―  ― ―  ― ―  ― 

(参考)19 年１月期 2,622      315      307      181      

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期(当期)純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年１月期第１四半期 24  74 14  68 

19 年１月期第１四半期 ―  ― ―  ― 

(参考)19 年１月期 73  52 38  87 

 (注) 平成 19 年１月期は、四半期決算を行っていないため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期比増
減率については記載を省略しております。 

 
 (2)財政状態（個別）の変動状況                                                  （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

20 年１月期第１四半期 2,903 1,265 43.6 257    02 

19 年１月期第１四半期 ― ― ― ―    ― 

(参考)19 年１月期 2,771 1,185 42.8 232    12 

(注) 平成 19 年１月期は、四半期決算を行っていないため、前年同四半期の数値については記載を省略し

ております。 

 

○ 添付資料 

第１四半期貸借対照表、第１四半期損益計算書、四半期株主資本等変動計算書、四半期財務諸表作成の
基本となる重要な事項、四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更、注記事項 

 

以  上 
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[参  考] 
 
平成 20年１月期の個別業績予想（平成 19年２月１日～平成 20年１月 31日） 

 売上高 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 1,464 180 108 

通     期 3,038 360 216 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 31 円 77 銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

１株当たり予想当期純利益（通期）については、公募予定株式数（1,200,000 株）を含めた予定期末発行
済株式数（6,810,160 株）により算出しております。なお、当社は平成 19 年５月 10 日付でＡ種優先株式
2,200,000 株を普通株式へ転換しております。 
 上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の
業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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○ 添付資料 

① 第１四半期貸借対照表 

当第１四半期会計期間末     

(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     61,717   

２ 受取手形 ※３   485,168   

３ 売掛金     663,315   

４ たな卸資産     315,324   

５ その他     35,851   

   貸倒引当金     △3,732   

流動資産合計     1,557,644 53.6 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物 ※１ 676,163     

  減価償却累計額  △225,450 450,712   

(2) 工具器具備品   519,507     

  減価償却累計額  △256,607 262,899   

(3) 土地 ※１   299,581   

(4) その他 ※１ 423,435    

減価償却累計額  △252,404 171,030  

有形固定資産合計     1,184,224   

２ 無形固定資産     27,411   

３ 投資その他の資産         

(1) その他     141,511   

貸倒引当金     △7,128   

投資その他の資産合計     134,382   

固定資産合計     1,346,018 46.4 

資産合計     2,903,663 100.0 
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当第１四半期会計期間末     

(平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金     66,982   

２ 短期借入金 ※１,５   692,000   

３ 一年内返済予定長期 
借入金 

※１   137,272   

４ 一年内償還予定社債     220,000   

５ 賞与引当金     40,394   

６ その他 ※４   220,855   

流動負債合計     1,377,504 47.4 

Ⅱ 固定負債         

１ 長期借入金 ※１   261,095   

固定負債合計     261,095 9.0 

負債合計     1,638,599 56.4 

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金     386,658 13.3 

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金   287,658     

資本剰余金合計     287,658 9.9 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金   5,194     

(2) その他利益剰余金         

 特別償却準備金   196     

 繰越利益剰余金   579,643     

利益剰余金合計     585,033 20.2 

株主資本合計     1,259,351 43.4 

Ⅱ 評価・換算差額等         
その他有価証券評価 
差額金 

    5,711   

評価・換算差額等合計     5,711 0.2 

純資産合計     1,265,063 43.6 

負債純資産合計     2,903,663 100.0 
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② 第１四半期損益計算書 

    
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高     782,290 100.0 

Ⅱ 売上原価     418,273 53.5 

売上総利益     364,017 46.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     220,475 28.2 

営業利益     143,542 18.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   468 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   11,648 1.5 

経常利益     132,362 16.9 

税引前四半期純利益     132,362 16.9 

法人税、住民税及び事業税   53,001     

法人税等調整額 ※４ △43 52,957 6.8 

四半期純利益     79,404 10.1 
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 19年２月１日 至 平成 19年４月 30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金 利益準備金 特別償却 

準備金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

平成 19年１月 31日残高（千円） 386,658 287,658 5,194 261 500,173 1,179,946 

四半期会計期間中の変動額             

特別償却準備金取崩額 ― ― ― △65 65 ― 

四半期純利益 ― ― ― ― 79,404 79,404 

株主資本以外の項目の第１四

半期会計期間中の変動額（純

額） 
― ― ― ― ― ― 

四半期会計期間中の変動額合計 

（千円） ― ― ― △65 79,469 79,404 

平成 19年４月 30日残高（千円） 386,658 287,658 5,194 196 579,643 1,259,351 

  

評価・換算差額等 
  

その他有価証券評価差額金 
純資産合計 

平成 19年１月 31日残高（千円） 5,187 1,185,134 

四半期会計期間中の変動額     

特別償却準備金取崩額 ― ― 

四半期純利益 ― 79,404 

株主資本以外の項目の第１四

半期会計期間中の変動額（純

額） 
524 524 

四半期会計期間中の変動額合計 

（千円） 524 79,928 

平成 19年４月 30日残高（千円） 5,711 1,265,063 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

  その他有価証券 

    時価のあるもの 

     第１四半期決算期末日の市

場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  （2）たな卸資産 

総平均法による原価法 

ただし、貯蔵品の容器は個別法に

よる原価法 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

（1）有形固定資産 

  定額法によっております。 

ただし、取得価格10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては３年間の均等償却によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物       ７～38年 

工具器具備品   ４～15年 

  （2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法 

  （3）長期前払費用 

均等償却によっております。 

３ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、第１四半期決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

４ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

   債権等の貸倒による損失に備え

るため一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

  （2）賞与引当金 

   従業員賞与の支払に備えるため、

将来の支給見込額のうち当第１四

半期会計期間の負担額を計上して

おります。 
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項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

６ その他四半期財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しております。 

  
四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

（減価償却方法の変更） 

 当第１四半期会計期間より、法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の固定資産については、改正法人

税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上してお

ります。 

 なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益、経常利益、

税引前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年４月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 450,712千円

その他  19,118 〃 

土地  299,581 〃 

  合計 769,412千円 
   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 332,000千円

一年内返済予定長期借入金 104,394 〃 

 長期借入金 194,856 〃 

  合計 631,250千円 
２ 偶発債務 

   下記の会社のリース債務に対して保証を行って 

おります。 

TCLC, INC.           285千円 
※３ 期末日満期手形 

   四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であっ

たため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期

会計期間末残高に含まれております。 

受取手形 64,927千円 
※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。 

※５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。契約

に基づく当四半期会計期間末の借入金未実行残高等

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 900,000千円 

貸出実行残高 692,000 〃  

差引額 208,000千円  
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 (四半期損益計算書関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 13千円
受取事務手数料 98 〃 

受取家賃 150 〃  
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,783千円
為替差損 5,488 〃  

３ 減価償却実施額 
有形固定資産 38,188千円

無形固定資産 1,728 〃  
※４ 当四半期会計期間における税金費用については、

簡便法による税効果会計を適用しております。 

  

 (四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間(自 平成 19年２月１日 至 平成 19年４月 30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第１四半期末残高相当額 

  
工具器 
具備品 
(千円) 

有形固 
定資産 
「その 
他」 

(千円) 

無形固 
定資産 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

26,838 56,957 65,190 148,985 

減価償却 
累計額相 
当額 

11,246 18,579 23,394 53,220 

第１四半 
期末残高 
相当額 

15,591 38,378 41,796 95,765 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料第１四半期

末残高が有形固定資産及びソフトウェアの第１四

半期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 ② 未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年以内 29,048千円

１年超 66,717 〃 

合計 95,765千円

 (注) 未経過リース料第１四半期末残高相当額は、未

経過リース料第１四半期末残高が有形固定資産及

びソフトウェアの第１四半期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 7,072千円

減価償却費相当額 7,072 〃  
 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

  
(企業結合等関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成19年２月１日  至 平成19年４月30日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

  

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

１株当たり純資産額 257.02円 

１株当たり四半期純利益 24.74円 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 14.68円 

(注) 算定上の基礎 

    １． １株当たり純資産額 

当第１四半期 
会計期間末 項目 

(平成19年４月30日) 

四半期貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,265,063 

普通株式に係る純資産額(千円) 825,063 

差額の主な内訳(千円)   

 優先株式に係る資本金 220,000 

 優先株式に係る資本準備金 220,000 

普通株式の発行済株式数(株) 3,210,160 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 3,210,160 

  

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

当第１四半期 
会計期間 

項目 
(自 平成19年２月１日  
至 平成19年４月30日) 

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 79,404 

普通株式に係る四半期純利益(千円) 79,404 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 3,210,160 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益   

 四半期純利益調整額(千円) ― 

 普通株式増加数(株) 2,200,000 

 (うちＡ種優先株式(株)) (2,200,000) 

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
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類（新
株予約権の目的となる株
式の数1,540,000株）。 
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(重要な後発事象) 

  

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

（新株予約権行使による新株式の発行） 

 平成19年５月23日付で新株予約権（第１回新株予約

権）の行使がありました。新株予約権の行使により発行

した株式の概要は次のとおりであります。 

 ①権利行使者 

インテル キャピタル (ケイマン) コーポレーショ

ン 

②発行株式の種類及び数 

  普通株式 200,000株 

 ③発行した株式の発行価格 

  １株につき200円 

 ④発行価格のうち資本へ組入れる額 

  １株につき100円 

 ⑤発行総額 

  40,000千円 

 これに伴い、発行済株式の総数は5,610,160株となり、

資本金は406,658千円、資本準備金は307,658千円となり

ました。 

 

（公募による募集株式の発行の決議） 

 平成19年６月28日開催の取締役会において、公募によ

る募集株式の発行を決議しております。 

①募集株式数 

 普通株式 1,200,000株 

②払込金額 

 未定（平成19年７月12日開催予定の取締役会で決

定）ただし、引受価額（引受人より当社に支払われ

る金額）が払込金額を下回る場合は、本株式募集を

中止するものとする。 

③増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

 平成19年７月24日に決定される予定の引受価額を

基礎とし、会社計算規則第37条第１項に基づき算出

される資本金等増加限度額の２分の１相当額を資

本金に計上し、残額を資本準備金とする。 

④発行価格 

 未定（払込金額決定後、払込金額以上の価格で仮条

件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘案の

上、平成19年７月24日に決定される予定） 

⑤募集方法 

 発行価格による一般募集とし、新光証券株式会社、

三菱ＵＦＪ証券株式会社、髙木証券株式会社、いち

よし証券株式会社、ＳＢＩイー・トレード証券株式

会社及び楽天証券株式会社に全株式を買取引受さ

せる。 

⑥引受人の対価 

  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、

発行価格と引受価額（引受人より当社に支払われる

金額）との差額の総額を引受人の手取金とする。 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年４月30日) 

⑦申込期間 

 平成19年７月26日（木曜日）から 

 平成19年７月31日（火曜日）まで 

⑧申込株数単位 

1,000株 

 ⑨払込期日 

  平成19年８月２日（木曜日） 

 ⑩株券受渡期日 

  平成19年８月３日（金曜日） 

 ⑪払込取扱場所 

  株式会社山梨中央銀行 上野原支店 

 ⑫その他本株式の募集に関して取締役会における承

認が必要な事項は、今後開催予定の取締役会におい

て決定する。 

 ⑬前記各号については、証券取引法による届出の効力

発生を条件とする。 

 ⑭この募集株式発行による調達資金の使途について

は、全額を研究開発費に充当する計画とする。 

 




