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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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３月期第１四半期 153      － △37      － △41      － △30       －

19 年３月期 975    15.0 107    63.9 124    31.4 67    250.0

 

 
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３月期第１四半期 △2,765    11 －  －

19 年３月期 6,165    47 －  －
(注)１．当社は当第１四半期会計期間が第１四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っ

ておりません。（以下、財政状態及びキャッシュ・フローの状況において同じ） 
２．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、潜在株式が存在しないため、記載して

おりません。 

３．期中平均株式数 

  平成 20 年３月期第１四半期 11,205 株  平成 19 年３月期 10,980 株 

 
(2) 財政状態 

 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３月期第１四半期 1,256 1,076 85.7 93,787   16

19 年３月期 1,365 1,061 77.7 96,675   84

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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

期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第１四半期 △22 △22 24 448

19 年３月期 154 17 △40 467

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 第 3 

四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年３月期 － － － － － － － － － － 
20 年３月期 － －    

20 年３月期（予想）  2,500.00 － － 2,386.00
4,886.00 

 
３．平成 20 年 3 月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

中  間  期 470    0.1 10  △65.0 21  △15.6 19  △12.1 1,722   65

通     期 1,114   14.2 127    18.7 155    25.6 91    34.9 7,952   96
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： ○有・無 
［（注）詳細は、13 ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。］ 

(3) 会計監査人の関与 ： 有 
四半期財務諸表については、札幌証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の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」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ペー

ジ「【定性的情報・財務諸表等】」「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に設備投資の増加や、個人

消費が底堅く推移するなど、景気は緩やかに回復しております。しかしながら、原油価格の高騰や

米国経済の減速懸念等の不安材料を抱えており、景気の先行きには慎重な見方が広がりました。 

 情報サービス産業におきましては、官公庁や大手企業を中心に IT 関連投資を拡大する動きがある

ものの、競合他社との競争激化による受注金額の低価格化の傾向が続いており、加えて受注増加に

伴うソフトウェア開発エンジニアの人材不足により外注費などのコストが上昇しており、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、当社は、当社独自の技術を用いた製品の開発を開始するとともに、下期以降

の売上に繋がる受注活動に邁進してまいりました。 

 プリントサーバ事業におきましては、高速かつ高解像度のインクジェットプリンタのラインヘッ

ドを応用した産業用インクジェットプリンタの製品開発開始に向けた準備を進めるとともに、新規

のプリンタコントローラの開発案件の受注に向けた活動を行うなど、下期以降の売上に繋がる営業

活動を盛んに行ってまいりました。 

 セキュリティ事業においては、大規模な広域監視カメラネットワークの管理、解析サーバソフト

ウェアの開発に着手するとともに、昨年来の USB キーを利用した会員認証用等のデバイス販売の拡

販に注力致してまいりました。 

 その結果、当第一四半期会計期間の業績は、売上高 153,208 千円、経常損失 41,680 千円、四半期

純損失 30,983 千円となりました。 

 なお、当社は当第１四半期会計期間が第１四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期との

比較分析は行っておりません。 

 また、プリントサーバ事業における開発請負、ファイルストレージソリューション事業における

システム販売または開発請負、セキュリティ事業における製品の販売、受託開発事業における開発

請負については、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。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1）財政状態の分析 

    当第１四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。 

①資産 

 当第１四半期会計期間末の流動資産は 815,739 千円（前事業年度末比 120,814 千円減）と

なりました。これは主として、売掛金の回収により売掛金が 108,021 千円減少したこと等に

よるものです。 

 固定資産は 441,172 千円（前事業年度末比 11,882 千円増）となりました。これは主として、

社内設備のためのソフトウェアが 8,754 千円、保険積立金が 5,650 千円、それぞれ増加した

こと等によるものです。 

 この結果、資産合計は 1,256,912 千円（前事業年度末比 108,932 千円減）となりました。

②負債 

 当第１四半期会計期間末の流動負債は 118,084 千円（前事業年度末比 110,560 千円減）と

なりました。これは主として、買掛金の支払により買掛金が 61,984 千円、法人税等の納付に

より未払法人税等が 53,365 千円、それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定負債は 62,151 千円（前事業年度末比 13,547 千円減）となりました。これは主として、

社債の償還により社債が 10,000 千円、匿名組合投資利益の計上により長期未払金が 6,100

千円、それぞれ減少したこと等によるものです。 

 この結果、負債合計は 180,235 千円（前事業年度末比 124,107 千円減）となりました。 

③純資産 

 当第１四半期会計期間末の純資産合計は 1,076,676 千円（前事業年度末比 15,175 千円増）

となりました。これは主として、公募増資により資本金が 23,000 千円、資本準備金が 23,000

千円、それぞれ増加しましたが、四半期純損失を計上したため繰越利益剰余金が 30,983 千円

減少したこと等によるものであります。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前事業年度

末に比べ 19,306 千円減少し、当第１四半期会計期間は 448,381 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使用した資金は 22,391 千円となりました。主

な要因は、税金等調整前四半期純損失 47,741 千円を計上したことに加え、売上債権の減少額

125,546 千円、仕入債務の減少額 61,984 千円、法人税等の支払額 51,934 千円によるものであ

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 22,553 千円となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出 4,337 千円、無形固定資産の取得による支出 12,557

千円、保険積立金積立による支出 5,675 千円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得られた資金は 24,736 千円となりました。こ

れは、株式の発行による収入 34,736 千円、社債の償還による支出 10,000 千円によるものであ

ります。なお、新株の発行による収入は、払込金額の総額 46,000 千円から新株交付費 11,263

千円を除いた純額を表示しております。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 わが国経済は、金利の上昇や原油価格の高騰による不安材料を抱えつつも、好調な企業収益を背

景とした設備投資の増加や個人消費により底堅く推移し、景気は緩やかに拡大基調が続くものと予

想されます。 

 情報サービス産業におきましても、競争激化による受注金額の低価格化や IT エンジニア不足によ

る慢性的な人材不足が続くと思われ、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。 

 このような状況下、当社は、国内はもとより国外でもオンリーワンと称される企業を目指し、当

社独自の技術を用いて製品を開発し、他社との差別化を図ってまいります。 

 プリントサーバ事業においては、高速かつ高解像度のインクジェットプリンタラインヘッドを応

用し、従来では実用化が困難と思われていた新しい生産ラインシステムの構築が可能となる産業用

インクジェットプリンタの開発を検討いたしております。また、その一方で、当社が今まで独自に

開発してきた幅広高速インクジェットラインヘッドの制御理論、制御技術、画像処理技術、カラー

マッチング技術ならびに LED モノクロ・カラープリンタの制御技術、画像処理技術、カラーマッチ

ング技術を武器に、産業用プリンタに市場を絞り込み、受注活動を積極的に行っており、当第１四

半期会計期間の活動結果に確かな手ごたえを感じており、今後も順調に推移すると確信いたしてお

ります。 

 セキュリティ事業においては、前述したとおり、大規模な広域監視カメラネットワークの管理、

解析サーバソフトウェアを開発しており、年内には完成を予定しております。同様のソフトウェア

は、日本には競合がないものと認識いたしており、かつ、国内では日本製にニーズがあり、完成後

は売上の増加に繋がるものと期待しております。また、従来の製品であるエンコーダ/デコーダ装置

等も堅調に推移しております。 

 その他の事業におきましても、当初計画どおりに推移すると考えております。 

 このような状況を踏まえ、現時点では中間期および通期の業績は、平成 19 年５月 22 日に発表い

たしました業績予想と大幅な変更はないとの認識でおります。 

 なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものでありま

す。予想には、潜在的なリスクや不確実性を含んでおり、実際の業績は様々な要因により予想数値

と大きく異なる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表等 
（1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  531,477  550,783

２．受取手形 ※２ 65,785  83,310

３．売掛金  122,130  230,152

４．商品  18,840  23,787

５．製品  11,622  15,997

６．仕掛品  26,771  7,700

７．前渡金  916  5,381

８．前払費用   15,155  12,505

９．繰延税金資産  22,341  6,475

10．その他  698  459

流動資産合計  815,739 64.9  936,553 68.5

Ⅱ 固定資産 ※１  

１.有形固定資産   

（１）建物  17,358  17,755

（２）車両運搬具  104  110

（３）工具器具備品  17,244  14,629

（４）土地  13,640  13,640

有形固定資産合計  48,347 3.8  46,135 3.3

２.無形固定資産   

(１)のれん  4,857  5,142

(２)特許権  3,029  3,036

(３)商標権  1,037  964

(４)ソフトウェア  39,025  30,271

(５)電話加入権  1,569  1,569

無形固定資産合計  49,519 4.0  40,985 3.1

３.投資その他の資産   

(１)投資有価証券  60,934  66,385

(２)出資金  10  10

(３)繰延税金資産  16,351  15,414

(４)差入保証金  54,102  54,102

(５)保険積立金  205,156  199,506

(６)その他  6,750  6,750

投資その他の資産合計  343,305 27.3  342,169 25.1

固定資産合計  441,172 35.1  429,290 31.5

資産合計  1,256,912 100.0  1,365,844 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  26,470  88,454

２．１年以内償還予定の社債  20,000  20,000

３．未払金 ※４ 20,122  27,621

４．未払費用  18,083  17,138

５．未払法人税等  736  54,101

６．前受金  26,933  16,573

７．預り金  5,738  4,755

流動負債合計  118,084 9.4  228,644 16.7

Ⅱ 固定負債   

１．社債  －  10,000

２．長期未払金  26,241  32,342

３．役員退職慰労引当金  35,910  33,356

固定負債合計  62,151 4.9  75,698 5.6

負債合計  180,235 14.3  304,343 22.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  401,200 31.9  378,200 27.7

２．資本剰余金   

資本準備金  395,700 372,700 

資本剰余金合計  395,700 31.5  372,700 27.2

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  200 200 

(2)その他利益剰余金   

別途積立金  5,000 5,000 

繰越利益剰余金  274,417 305,400 

利益剰余金合計  279,617 22.3  310,600 22.8

株主資本合計  1,076,517 85.7  1,061,500 77.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．株式評価差額金  158 0.0  － －

評価・換算差額等合計  158 0.0  － －

純資産合計  1,076,676 85.7  1,061,500 77.7

負債純資産合計  1,256,912 100.0  1,365,844 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 

注
記
番
号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  153,208 100.0  975,752 100.0

Ⅱ 売上原価  103,070 67.3  573,562 58.8

   売上総利益  50,137 32.7  402,190 41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  87,895 57.3  295,177 30.2

営業利益又は営業損失
（△） 

 △37,758 △24.6  107,013 11.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 7,397 4.8  17,768 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 11,320 7.4  728 0.1

経常利益又は経常損失
（△） 

 △41,680 △27.2  124,052 12.7

Ⅵ 特別利益 ※３ -  400 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 6,060 3.9  8,424 0.9

税引前四半期純損失
（△）又は税引前当期純
利益 

 △47,741 △31.1  116,028 11.9

法人税、住民税及び事業
税 

 153 59,571  

法人税等調整額  △16,911 △16,758 △10.9 △ 11,239 48,331 5.0

四半期純損失（△）又は
当期純利益 

 △30,983 △20.2  67,696 6.9
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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４月１日 至 平成 19 年６月 31 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 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成19年３月31日残
高（千円） 

378,200 372,700 372,700 200 5,000 305,400 310,600 1,061,500

第１四半期会計期間
中の変動額 

   

新株の発行 23,000 23,000 23,000 - - - - 46,000

四半期純損失 - - - - - △30,983 △30,983 △30,983

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） 

- - - - - - - -

第１四半期会計期間中
の変動額合計（千円） 

23,000 23,000 23,000 - - △30,983 △30,983 15,017

平成19年６月30日残
高（千円） 

401,200 395,700 395,700 200 5,000 274,417 279,617 1,076,517

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

純資産合計

平成19年３月31日残
高（千円） 

- - 1,061,500

第１四半期会計期間
中の変動額 

 

新株の発行 - - 46,000

四半期純損失 - - △30,983

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） 

- 158 158

第１四半期会計期間中
の変動額合計（千円） 

- 158 15,175

平成19年６月30日残高
（千円） 

- 158 1,076,676
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日残
高（千円） 

378,200 372,700 372,700 200 5,000 237,703 242,903 993,803

事業年度中の変動額    

当期純利益 - - - - - 67,696 67,696 67,696

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

- - - - - - - -

事業年度中の変動額合
計（千円） 

- - - - - 67,696 67,696 67,696

平成19年３月31日残
高（千円） 

378,200 372,700 372,700 200 5,000 305,400 310,600 1,061,500

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日残
高（千円） 

△1,501 △1,501 992,302

事業年度中の変動額  

当期純利益 - - 67,696

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

1,501 1,501 1,501

事業年度中の変動額合
計（千円） 

1,501 1,501 69,197

平成19年３月31日残
高（千円） 

- - 1,061,500
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純損失（△）又は税引前
当期純利益 

 △47,741 116,028 

減価償却費  5,520 11,907 

のれん償却額  285 571 

固定資産除却損  341 668 

投資有価証券評価損  5,718 3,214 

保証金償却損  － 4,000 

匿名組合投資利益  △6,100 △11,009 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  － △400 

役員退職慰労引当金の増減額  2,553 8,251 

有価証券利息  － △2,116 

受取利息  △17 △277 

社債利息  19 171 

売上債権の増減額（△は増加）  125,546 △54,020 

棚卸資産の増減額  △9,749 31,525 

前渡金の増減額（△は増加）  4,465 △174 

仕入債務の増減額（△は減少）  △61,984 55,724 

前受金の増減額  10,360 2,338 

未払金の増減額（△は減少）  △7,499 △22,420 

その他  7,847 13,614 

小計  29,566 157,597 

利息及び配当金の受取額  17 2,597 

利息の支払額  △40 △190 

法人税等の還付額  － 2,995 

法人税等の支払額  △51,934 △8,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △22,391 154,507 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  － △83,095 

定期預金の払戻による収入  － 71,077 

有形固定資産の取得による支出  △4,337 △6,330 

無形固定資産の取得による支出  △12,557 △26,987 

投資有価証券の取得による支出  － △10,000 

投資有価証券の売却による収入  － 30,000 

有価証券の償還による収入  － 80,000 

保険積立金積立による支出  △5,675 △22,253 

保険積立金積立解約による収入  17 2,154 

敷金保証金の支払による支出  － △1,680 

営業譲受けによる支出  － △15,500 

その他  － 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △22,553 17,401 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

社債の償還による支出  △10,000 △40,000 

株式の発行による収入  34,736 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  24,736 △40,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  900 115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △19,306 132,023 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  467,688 335,664 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 448,381 467,688 
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重要な会計方針 

項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1) 満期保有目的債券 (1) 満期保有目的債券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 償却原価法（定額法） 同左 

 (2) その他有価証券 (2) その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 第１四半期決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定） 

決算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 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合への出資金

は個別法によっており、投資

事業組合への出資金額を「投

資有価証券」として計上して

おります。 

     同左 

商品・原材料 商品・原材料 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法 同左 

 製品 製品 

 総平均法による原価法 同左 

 仕掛品 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物については定額法を採用し

ております。なお、耐用年数及び残

存価額については、法人税法の規定

する方法と同一の基準によっており

ます。 

定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物については定額法を採用

しております。 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 

耐用年数は法人税法の規定する方

法と同一の基準によっております。 

ただし、のれんについては５年間で

定額法償却をしております。 

 なお、自社開発販売用ソフトウェア

の完成品については、残存有効期間(3

年)に基づく均等配分額と、当該製品

製作原価に販売見込数量に対する当

期販売実績数量の割合を乗じた金額

とのいずれか多い金額を償却してお

ります。自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(5

年)に基づく定額法を採用しておりま

す。 

定額法  

同左 
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項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 ──── 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 

５．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。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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。

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

るため、一般の債権については

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。

同左 

 (2) 役員退職慰労引当金 (2) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労引当金は、役員

の退職慰労金の支給に備えるた

め社内規程に基づく第１四半期

末要支給額を計上しておりま

す。 

   役員退職慰労引当金は、役員の退職  

慰労金の支給に備えるため社内規程に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

７．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。 

同左 

８．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か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な

事項 

 税抜方式によっております。 

 

同左 

 (2)レバレッジド・リースの会計処理 

 レバレッジド・リースに係る匿名組

合契約に関しては出資額を貸借対照

表の投資有価証券に含めて計上して

おり、出資に係る損益は同組合が定め

る計算期間及び当社持分相当額によ

り、当期に属する匿名組合投資損益と

して処理しております。 

 また、同匿名組合の累積投資損失の

内、当社負担分に帰属するものは、固

定負債の長期未払金として貸借対照

表に計上しております。 

(2)レバレッジド・リースの会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号平成17年12月9日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は 

1,061,500千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部

については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

  

──── （企業結合に係る会計基準等） 

  当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（平成

15年10月31日 企業会計審議会）及び「事業分離等に関

する会計基準」（平成17年12月27日 企業会計基準委員

会 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（平成17年12

月27日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。 

  

（固定資産の減価償却方法の変更） ──── 

当第一四半期会計期間より、法人税等の改正（（所

得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 

法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、この変更により従来の方法に比べて、営業損

失、経常損失、税引前四半期純損失が152千円増加して

おります。  
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（5）注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計間末 
（平成19年６月31日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 64,813円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 62,687円 

※２  第１四半期末日満期手形 

 第１四半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

１四半期会計期間の末日満期手形が第１四半期末

残高に含まれております。 

受取手形 10,530千円 

 

※２ 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、当期末会計期

間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 17,294千円 

 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しています。これ

ら契約に基づく当第１四半期会計期間末の借入未

実行残高は以下のとおりであります。 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しています。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

以下のとおりであります。 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 

100,000千円

借入実行残高 -千円

差引額 100,000千円

 
 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 

100,000千円

借入実行残高 -千円

差引額 100,000千円
 

※４ 消費税の取扱い 

   仮払消費税及び仮受消費税は、相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動負債の「未払金」

に含めて表示しております。 

４          ────  
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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４月１日 
至 平成19年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息               17千円 

  保険手数料等      219 

 匿名組合投資利益  6,100 

 為替差益        1,049 

  その他               9 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         277千円 

有価証券利息     2,116 

保険手数料等     1,914 

匿名組合投資利益  11,009 

為替差益              332 

役務提供料           1,920 

その他              197 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 社債利息        19千円 

 支払保証料       37             

 株式交付費     11,263  

                         

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 社債利息         171千円 

 手形売却損            283 

 支払保証料       273 

  

※３ ― 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

   貸倒引当金戻入益   400千円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

 固定資産除却損   341千円 

 有価証券評価損  5,718        

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損   668千円 

訴訟費用       484 

有価証券評価損  3,214 

保証金償却    4,000      

       その他        57 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   2,125千円 

無形固定資産    3,680 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   6,199千円 

無形固定資産     6,279 
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（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４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株） 

当第１四半期会計期
間末株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 10,980 500 － 11,480

合計 10,980 500 － 11,480

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

注）普通株式の発行済株式総数の増加 500 株は、平成 19 年５月 21 日の公募増資による新株の発行による

増加であります。 

 
前事業年度 （自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

発行済株式  

普通株式 10,980 － － 10,980

合計 10,980 － － 10,980

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 
２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第１四半期会計期間末残高と

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期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在） （平成19年３月31日現在）
 
現金及び預金勘定 531,477千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △83,095千円

現金及び現金同等物 448,381千円
  

 
現金及び預金勘定 550,783千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △83,095千円

現金及び現金同等物 467,688千円
  

 

※          ──── ※ 事業年度に事業の譲受けにより増加した資産及び負

債の主な内訳は次のとおりであります。 

 流動資産 5,115千円

固定資産 10,384千円

資産合計 15,500千円
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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４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

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、減損損失累計額相当額及び第１四半期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第１四半
期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 3,179 1,397 1,782

合計 3,179 1,397 1,782

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具器具備品 3,179 1,238 1,941

合計 3,179 1,238 1,941

  
２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 638千円

１年超 1,171千円

合計 1,809千円
  

 
１年内 635千円

１年超 1,332千円

合計 1,967千円
  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 
支払リース料 165千円

減価償却費相当額 158千円

支払利息相当額 7千円
  

   
支払リース料 573千円

減価償却費相当額 550千円

支払利息相当額 31千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同  左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

同  左 

（減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 2,785 3,053 268 － － －

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 2,785 3,053 268 － － －

(1)株式 － － － 2,785 2,785 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 － － － 2,785 2,785 －

合計 2,785 3,053 268 2,785 2,785 －

注）前事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行っております。当

該減損処理額は 3,214 千円であります。なお、減損処理にあたっては、①時価のあるもの：時価

に対して 50％以上下落した場合、また、２期以上 40％～50％の下落範囲にあるもの、②時価のな

いもの：一株あたり純資産価値に株式数を乗じた額が簿価より 50％以上下落している場合は原則

として、また 40％以上 50％未満の下落の状況にあっても、回復可能性が２期以上明確でないもの

は、減損処理するものとしております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 7,881 13,600 

非上場債券 10,000 10,000 

匿名組合への出資 40,000 40,000 

注）当第１四半期会計期間において、その他有価証券で時価評価されていない非上場株式について減

損処理を行っております。当該減損処理額は 5,718 千円であります。 
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（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 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。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３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。 

 

（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 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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(企業結合におけるパーチェス法関係) 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日)  

 

１． 企業結合の概要 

  相手先企業の名称 株式会社アイピー・スクエア 

取得した事業の内容 エンコーダ・デコーダ装置ならびに基盤
等の製造及び販売 

企業結合を行った主な理由 セキュリティ事業の拡大のため 

企業結合日 平成18年10月１日 

企業結合の法的形式 事業の譲受け 

結合後企業の名称 日本テクノ・ラボ株式会社 

取得した議決権比率 ― 

 

２．財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成 18 年 10 月１日  至 平成 19 年３月 31 日 

 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

   (1)取得した事業の取得原価  15,500 千円 

   (2)取得原価の内訳 

      事業譲受の対価    15,500 千円 

             

４．発生したのれんの金額等 

   (1)のれんの金額       5,714 千円 

(2)発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したもので

あります。 

(3)償却方法及び償却期間  のれんの償却については、５年間で定額法償却しておりま

す。 

 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

      流動資産        5,115 千円 

      有形固定資産      4,670 千円 

 

６．企業結合が当事業年度開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及

ぼす影響の概算額 

   事業の部分的な譲受けのため概算額の算定が困難であり試算しておりません。 
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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４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 93,787.16円 

１株当たり四半期純損失金額 △2,765.11円 

  

 

１株当たり純資産額 96,675.84円 

１株当たり当期純利益金額 6,165.47円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益金

額については、１株当たり第１四半期純損失であり、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株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 （注）１株当たり第１四半期純損失金額及び当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ
ります。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

第１四半期純損失（△）又は当期純利益（千

円） 
△30,983 67,696 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る第１四半期純損失（△）又
は普通株式に係る当期純利益（千円） 

△30,983 67,696 

期中平均株式数（株） 11,205 10,980 
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（重要な後発事象） 

第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

──── 当社株式は、札幌証券取引所の承認を得て、平成 19

年 5 月 22 日に「アンビシャス」市場に上場いたしまし

た。 

上場にあたり、平成 19 年 4 月 16 日、平成 19 年 4 月

26 日及び平成 19 年 5 月 10 日開催の取締役会において、

下記のとおり新株式の発行を決議し、平成 19 年 5 月 21

日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成19年 5月 21日付けで資本金は401,200

千円、発行済株式総数は 11,480 株となっております。

 

 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式     500株 

③ 発行価格 ：１株につき  100,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  92,000円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として平成19年5月21日に受取った金額であり

ます。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき  68,000 円

⑥ 資本組入額 ：１株につき  46,000 円

⑦ 発行価額の総額 ：      34,000 千円

⑧ 払込金額の総額 ：      46,000 千円

⑨ 資本組入額の総額 ：      23,000 千円

⑩ 払込期日 ：        平成19年5月21日

⑪ 資金の使途 ： インクジェットプリンタ

（A1サイズ等の大判プリン

タ）のヘッド制御技術（及

びその関連技術を含む）の

開発投資に充当する予定で

あります。 
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第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は、平成19年７月30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、自己株式を買い受

けることを決議いたしました。 

 

１．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策実遂

行を可能とするため。 

 

２．取得の内容 

（１）取得する株式の種類  

当社普通株式 

（２）取得する株式の総数 

500株（発行済株式総数に占める割合4.35％）を上

限とする 

（３）株式の取得価額の総額 

60,000千円を上限とする 

（４）取得する期間 

平成19年8月20日から平成19年11月30日 

 

 ──── 
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(6) 事業部門別売上高 

 ①受注状況 

 当事業年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第一四半期 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日） 

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 140,763 － 169,319 －

ファイルストレージソリューション事業 13,066 － 11,946 －

セキュリティ、新規・その他事業 53,723 － 52,767 －

受託開発事業 2,536 － 15,600 －

カスタマーソリューション事業 21,170 － 24,822 －

合計 231,258 － 274,454 －

 （注）１．当社は当第１四半期会計期間が第１四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期と

の比較分析は行っておりません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

②販売実績 

 当事業年度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。 

当第一四半期 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年６月30日） 

金額（千円） 
事業部門別 

製品 商品 受託開発 保守 合計 

前年同期
比（％）

プリントサーバ事業 26,373 － 72,605 － 98,978 － 

ファイルストレージ 
ソリューション事業 

3,591 9,319 2,010 － 14,920 － 

セキュリティ、新規・その他
事業 

7,652 9,112 － － 16,765 － 

受託開発事業 － － 10,536 － 10,536 － 

カスタマーソリューション事
業 － － － 12,007 12,007 － 

合計 37,617 18,432 85,151 12,007 153,208 － 

  （注）１．当社は当第１四半期会計期間が第１四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期

との比較分析は行っておりません。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 


