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（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年３月中間期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

367 △21.9 
470      － 

△18      －
31      －

4  △87.7 
40      － 

0  △96.7
22      －

19 年３月期 975      － 107      － 124     － 67     －
 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり中間(当期)純利益 

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

66  22 
2,047  92 

－
－

19 年３月期 6,165  47 －
(参考) 持分法投資損益 19 年９月中間期 -百万円  18 年９月中間期 -百万円  19 年３月期 -百万円 
 
(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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

1,267 
1,292 

1,104
1,014

87.1 
78.5 

96,524  42
92,420  27

19 年３月期 1,365 1,061 77.7 96,675  84
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 1,104 百万円  18 年９月中間期 1,014 百万円   19 年３月期 1,061
百万円 
 
(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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

△2 
31 

78
4

21 
△30 

564
340

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 － － － － － － － － 00 00

20年３月期（実績） － － 2,500 00

20年３月期（予想）  － － 2,386  00
4,886  00

（注）20 年 3 月期中間期末配当金の内訳 上場記念配当 2,500 円 00 銭 
 
３．20 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

通    期 1,114   14.2 127    18.7 155    25.6 91    34.9 8,052   56

（注）平成 20年 3 月期の 1株当たり当期純利益は当中間会計期間の期中平均株式数 11,338 株により算出して
おります。 
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更             ○有  ･ 無 
② ①以外の変更   有 ･ ○無  
[(注) 詳細は、23ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。］ 

 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 
19 年９月中間期 11,480 株  18 年９月中間期 10,980 株  19 年３月期 10,980 株 
②期末自己株式数 
19 年９月中間期     39 株  18 年９月中間期     - 株    19 年３月期     - 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30 ページ「１株当たり情報」をご覧
ください。 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

※ 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「【１】経営成績」1．経営成績に関する分析 （2）通期の見通し」をご覧ください。 
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１ Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 
 

【１】経営成績 
1． 経営成績に関する分析 
（1）当中間会計期間の経営成績 

 当中間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、景気は緩やかながらも拡大基調が続きました。しかしながら、米国におけるサブプライムローンの焦げ付き

や原油価格の高騰による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依然として続いており、加えて国内のソフトウェア開発エン

ジニアの慢性的な人材不足などに伴って、オフショア（海外委託）開発等が増加し、価格競争に拍車をかけており、

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、大型高速インクジェットプリンタシステムの事業を開始し、開発に着手す

るとともに、新規のプリンタコントローラの開発案件を受注するなど、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きましては、製品のラインナップを拡充するための開発にリソースを重点配分するととも

に、前事業年度より引き続き、大手企業向けを中心に 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、当中間会計期間の業績は、売上高 367,290 千円（前年同期比 21.9％減）、経常利益 4,929 千円（同 87.7％

減）、中間純利益 750 千円（同 96.7％減）となりました。 

 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きましては、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、上期の売上高及び利益が下期に比して低い水準となっております。 

 

各事業部門別の業績は次のとおりであります。 

売上高 売上総利益 
事業名 

 
前年 
同期差 

前年 
同期比(%)

 
前年 
同期差 

前年 
同期比(%)

プリントサーバ事業 (千円) 238,495 ＋36,339 118.0 96,261 △13,621 87.6

ファイルストレージソリューショ
ン事業 

(千円) 32,862 △55,267 37.3 8,786 △3,096 73.9

セキュリティ事業 (千円) 47,513 △80,137 37.2 15,821 △15,048 51.3

受託開発事業 (千円) 26,186 ＋7,386 139.3 17,103 ＋7,272 174.0

カスタマーソリューション事業 (千円) 22,233 △11,506 65.9 254 △13,702 1.8

合計 (千円) 367,290 △103,184 78.1 138,227 △38,193 78.4

 

（プリントサーバ事業） 

 当事業におきましては、世界最高速レベルのインクジェットラインヘッドメーカと業務提携し、７種類の大

型産業用高速インクジェットプリンタ制御装置（前述した大型高速インクジェットプリンタシステム）の開発

を開始いたしました。加えて、大型カラーデジタル印刷機の POD 用内臓コントローラ（PCU）及び高速 RIP サ

ーバ「MISTAL MULTI」の開発を海外印刷機メーカより受注し、下期以降の売上に確かな手応えを感じておりま

す。また、前事業年度より引き続き行っている大手プリンタメーカへのプリンタコントローラ開発支援の増加

等により開発の売上が伸張した結果、売上高は 238,495 千円（前年同期比 18.0％増）となりました。しかしな

がら、利益率の高いライセンスの OEM 販売が下期にずれ込むことが響き、売上総利益は 96,261 千円（前年同

期比 12.4％減）となりました。 

 

（ファイルストレージソリューション事業） 

 国内ストレージ市場は IT 関連投資の増加傾向の中で、堅調に推移しているものの、小型モデルの主力化、

ハードディスクの低価格化が進んでおり、当社におきまして、低価格の DVD 対応単体ドライブ及びバックアッ

プソフトウェアが数量ベースで増加いたしました。しかしながら、新メディア（ブルーレイ）対応等の商品の

転換期による買い控え等により DVD 対応光ディスクオートチェンジャ及びその管理（制御）用ソフトの販売が

伸張せず、売上高は 32,862 千円（前年同期比 62.7％減）、売上総利益は 8,786 千円（前年同期比 26.1％減）

となりました。 

 

（セキュリティ事業） 

当事業におきましては、前事業年度より開発してきたセキュリティプリントシステム（SPS）の開発、製品
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化、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、無線 LAN 対応の画像伝送

装置の開発等、セキュリティ製品のラインナップを増やすためにリソースを重点配分してまいりました。加え

て、前中間会計期間において大きく伸張した会員認証用デバイスの USB キーの売上が当中間会計期間において

は下期にずれ込む予定となり、その結果、売上高は 47,513 千円（前年同期比 62.8％減）、売上総利益は 15,821

千円（前年同期比 48.7％減）となりました。 

 

（受託開発事業） 

 当事業におきましては、前事業年度よりプリントサーバ事業やセキュリティ事業に当社開発人員のリソース

を振り向けていたるめ、限りあるリソースを効率的に生かし、これまでに開発したソフトウェアの仕様追加、

改良等の開発を伸ばしたことにより、売上高は 26,186 千円（前年同期比 39.3％増）、売上総利益は 17,103 千

円（前年同期比 74.0％増）となりました。 

 

（カスタマーソリューション事業） 

当事業におきましては、既存ユーザに対する保守契約の終了等により、売上は減少し、売上高は 22,233 千

円（前年同期比 34.1％減）、売上総利益は 254 千円（前年同期比 98.2％減）となりました。 

 

（2）通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、米国サブプライムローンの焦げ付きや原油価格の高騰により、米国経済の減速が

懸念されますが、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し、景気は引

き続きゆるやかな回復基調が続くと予想しております。 

 情報サービス産業におきましては、官公庁や民間企業を中心に情報関連投資が増加し、市場が活況する一方で、

企業間の受注獲得競争による低価格化の傾向が引き続き予想されるため、今後も厳しい状況が続くものと思われま

す。 

 このような経済情勢のもと、当社におきましては、特有の技術やノウハウを用いた自社製品の開発及び製品化に

注力し、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きましては、引き続き大手プリンタメーカへのプリンタコントローラ開発支援が堅調に

推移し、新規受注案件と合わせ、開発費による収入は伸張すると見込んでおります。また、OEM ライセンスビジネ

スは新規 OEM 先が増えたこと及び下期にずれ込んだことにより復調が見込まれ、当事業におきましては、堅調に推

移するものと判断しております。 

セキュリティ事業におきましては、官公庁や企業によるセキュリティシステム投資の増大が見込まれる中、当社

既存製品の販売は堅調に推移すると見込んでおります。また、下期も引き続き、当社独自製品の開発にリソースを

重点配分し、セキュリティ製品のラインナップを増やしてまいります。特に需要の増大が見込まれるセキュリティ

プリントシステム（SPS）の研究開発に重点的に取り組み、下期において市場投入による受注を見込んでおり、当

事業につきましては、堅調に推移するものと判断しております。 

ファイルストレージソリューション事業においては、当初、当中間会計期間において出荷を予想していた DVD

オートチェンジャ管理（制御）用ソフトの販売が下期において見込める状況となり、また、受託開発事業において

は、当中間会計期間同様、堅調に推移するものと判断しております。 

しかしながら、プリントサーバ事業における大型産業用高速インクジェットプリンタ制御装置の開発やセキュリ

ティ事業における SPS の開発により、研究開発費の増加が予想されます。これにつきましては、それらの投資を上

回る回収が下期において見込める状況にあるため、現時点におきましては、前回発表の予想数値に変更はなく、以

下のとおり予想しております。 

 

                              （単位：千円・円・％） 

20 年 3 月期（予想）  

 構成比％ 前期比％ 

売 上 高 1,114,000 100.00 114.16 

営 業 利 益 127,000 11.40 118.67 

経 常 利 益 155,800 13.98 125.59 

当 期 純 利 益 91,300 8.19 134.86 

1 株当たり当期純利益 8,052 円 56 銭 

1 株 当 た り 配 当 金 4,886 円 00 銭 

（注）平成 20 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は当中間会計期間の期中平均株式数 11,338 株により

算出しております。 

 

 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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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 

当中間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流動資産 

 当中間会計期間末の流動資産合計は 845,059 千円と前中間会計期間末に比べて 58,583 千円減少しまし

た。減少した主な要因は、出資金の返還、新株発行により、現金及び預金が 146,159 千円増加したものの、

国債の償還により有価証券が 80,067 千円、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が 137,604 千円、

それぞれ減少したためであります。 

②固定資産 

 当中間会計期間末の固定資産合計は 422,516 千円と前中間会計期間末に比べて 33,356 千円増加しまし

た。増加した主な要因は、レバレッジドリース終了に伴い匿名組合への出資金が返還となったこと等によ

り投資有価証券が 47,014 千円減少しましたが、ソフトウェアの増加により 30,237 千円、開発中のソフト

ウェアが増加したためソフトウェア仮勘定が 13,117 千円、保険積立金の積立により 21,611 千円、それぞ

れ増加したためであります。 

③流動負債 

 当中間会計期間末の流動負債合計は 124,776 千円と前中間会計期間末に比べて 66,198 千円減少しまし

た。減少した主な要因は、買掛金及び未払法人税の減少によるものであります。 

④固定負債 

 当中間会計期間末の固定負債合計は38,463千円と前中間会計期間末に比べて48,589千円減少しました。

減少した主な要因は、レバレッジドリース終了により長期未払金が 38,048 千円、償還期限が１年以内に

迫った社債の勘定振替により社債が 20,000 千円、それぞれ減少したためであります。 

⑤純資産 

 当中間会計期間末の純資産合計は 1,104,335 千円と前中間会計期間末に比べて 89,561 千円増加しまし

た。増加した主な要因は、新株発行により資本金が 23,000 千円、資本準備金が 23,000 千円、繰越利益剰

余金が 45,961 千円、それぞれ増加したためであります。 

 

(2) キャッシュ・フローの分析 

当中間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 96,829 千

円増加し、当中間会計期間末は 564,517 千円となりました。 

また、当中間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） 

 当中間会計期間における営業活動の結果使用した資金は 2,434 千円となりました。主な要因は、売上債

権の回収による増加額 144,380 千円、仕入債務の減少額 43,765 千円、未払金の減少額 20,117 千円、法人

税等の支払額 51,934 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） 

 当中間会計期間における投資活動の結果得られた資金は 78,585 千円となりました。主な要因は、定期預

金の解約による収入 83,095 千円、出資金の返還による収入 41,542 千円、無形固定資産の取得による支出

29,252 千円、保険積立金積立による支出 11,388 千円等によるものであります。 

なお、定期預金の解約による収入は、全て３ヶ月超の定期預金から３ヶ月以内の定期預金への預け換え

により発生したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は 21,199 千円となりました。これは、新株発行に

よる収入 34,736 千円、社債の償還による支出 10,000 千円等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) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 18 年 

３月期 

平成 18 年 

９月中間期 

平成 19 年 

３月期 

平成 19 年 

９月中間期 

自己資本比率（％） 79.8 78.5 77.7 87.1

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 77.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（倍） 
1.0 0.6 0.2 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.8 228.2 811.1 －

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
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２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

５．利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

６．平成18年３月期、平成18年９月中間期、平成19年３月期の時価ベースの自己資本比率についてはは、

期末株価がないため、記載しておりません。 

７．平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

３．利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は研究開発型の企業として、将来の事業拡大及び企業体質強化を図るための内部留保を確保しつつ、株

主の皆様への利益還元を行なっていくことを基本方針としております。 

このような方針に基づき、当事業年度における剰余金の配当につきましては、当初予定しておりました中間

期末における2,500円の上場記念配当を実施させていただきます。また、期末当期純利益に対し配当性向の30％

を乗じた金額を株主の皆様へ還元させていただくこととしております。 

（参考）年間配当 

 1 株当たり配当金（円） 

基準日 中間期末 期末 年間 

当期予想  2,386 円 00 銭 4,886 円 00 銭 

当期実績 2,500 円 00 銭   

前期実績（平成 19 年３月期） － － － 
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５．事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要で

あると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

 なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で、行わ

れる必要があると考えております。 

また、以下の記載は本株式への投資に関するリスク全てを網羅するものではありませんので、この点にご留意くだ

さい。 

 なお、文中における将来に関する事項は、本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）経営成績の異常な変動について 

① 経営成績の季節的な変動について 

 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、新規・その他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、当社の上期及び下期の業績は大きく変動

する可能性があります。過去の実績では、平成 18 年３月期の年間売上高及び営業利益を 100 とした場合の上・下

期の比率は売上高 47.6：52.4、営業利益△19.7：119.7、平成 19 年３月期の同比率は売上高 48.2：51.8、営業利

益 29.1：70.9 となっております。 

 

② 多額の研究開発投資、新製品の市場投入・新技術の商品化が長期間となることについて 

 当社は研究開発型企業として、顧客や市場ニーズに対応した競争力のある製品・サービスを提供し、もって中長

期にわたる持続的な成長を可能とするために、常に既存製品の機能強化または新製品・サービスの開発を行なう必

要があります。 

 市場動向と顧客ニーズを的確に把握した上で、既存製品の機能強化または新製品・サービスの開発のために、今

後においても研究開発を積極的に実施していく方針であります。 

 しかしながら、機能強化または新製品が市場動向や顧客ニーズに合わない場合、研究開発投資に見合った成果が

あげられない場合には、当社の事業及び経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 競争の激化について 

 プリントサーバ事業における当社製品は特定のユーザ向けに販売される特殊プリンタ・プロッタを対象として開

発されており、そのため一般顧客向けのプリンタを対象外としております。また、特定のメーカとの取引に集中し

ており、常に海外メーカとの競合という状況下にあります。 

 プリンタ・プロッタメーカは４年から５年のサイクルで特殊プリンタ・プロッタのリニューアルを行っており、

その時が当社の新規顧客の獲得チャンスでもありますが。競合にとって代わられるリスクでもあります。 

 当社は、常に最新技術の涵養、市場動向、顧客ニーズを的確に把握し、シェアの維持・拡大を図っていく方針で

ありますが、競合他社にとって代わられた場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2）特定の製品・技術等への依存について 

① 特定の製品・技術等への依存 

 当社は、プリントサーバ事業におけるプリンタコントローラサーバの OEM 販売及びその付随サービスを主な事業

内容としており、前事業年度において、売上高の約 49.4％、売上総利益の約 66.6％を当事業に依存しております。 

 当社では顧客ニーズを正確に把握し、最新技術等にも適切に対処していく方針でありますが、予測不能な何らか

の技術革新等により同サービスが陳腐化した場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 特定の市場・業界への依存 

 当社が事業領域としているプリンタ市場及びプリントサーバ市場については、今後も堅調に推移することが想定

されますが、景気の動向や設備投資の動向など何らかの事情により、プリンタ市場が縮小または成長率が鈍化した

場合には、プリントサーバ事業も同様の影響を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

(3）特有の法的規制について 

 現在、当社の事業を推進する上で、直接的に規制を受ける法的規制は存在しないと認識しております。しかし、

今後現行法令の解釈の変更や改正並びに新法令の制定等、当社事業を規制する法令等が新たに制定される可能性が

あります。そうした場合に、当該規制への対応に際して、サービス内容の変更や新たなコストが発生すること等に

より、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4）特有の経営方針について 

① 小規模組織で運営されていることについて 

 当社は、平成 19 年９月 30 日現在、取締役５名、監査役３名（うち非常勤監査役１名）及び従業員 45 名と小規

模組織であり、内部管理体制も当該組織規模に応じた体制となっております。 
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 今後も事業拡大に伴い、適切な人員の増強、組織体制の強化に努める予定であり、また、日本版 SOX 法施行に対

応した内部管理体制を構築しております。しかしながら、当社が事業の拡大に対し適切かつ充分な対応ができなか

った場合には、今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 人材の確保や育成について 

 当社は研究開発型企業として、高度な技術開発を行なっており、アプリケーション開発に関わるプログラミング

知識のみならず、通信技術、ハードウェア開発技術、デバイス技術、ソフトウェア工学等の多岐にわたる専門知識

が必要となります。今後の更なる成長のためには、現在当社に在籍している開発技術者を中心とするスタッフと同

等かそれ以上のレベルの人材を採用又は育成により確保していく必要があります。しかしながら、当社の求める人

材の確保は必ずしも容易ではなく、目標どおり確保できないリスクがあります。 

 当社は、今後とも積極的に人材の確保に努めていく方針でありますが、優秀な人材を十分かつ適時に確保できな

い場合、及び社内の有能な人材が流出してしまった場合には、今後の事業展開に制約を受けることとなり、当社の

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 知的財産権について 

 当社はこれまで、特許権等を含めた知的財産権に関して他社の知的財産権を侵害した事実や損害賠償及び使用差

止の請求を受けたことはありません。当社では知的財産権の侵害を行っていないものと認識しておりますが、今後

当社の事業分野における第三者の特許権が新たに成立した場合、または競合他社が特許権等を取得した場合は、そ

の内容によっては競争の激化または当社への損害賠償や使用差止の請求等やロイヤリティの支払が発生し、当社の

事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5）経営者への依存について 

 当社の代表取締役である松村泳成は、創設者であり、会社経営の最高責任者として経営方針や事業戦略の決定を

はじめとして、当社の事業推進に対して重要な役割を果たしております。 

 当社では、他の取締役への権限委譲及び重要事項の取締役会での合議決定等、代表取締役へ過度に依存すること

のない経営管理体制の構築を進めておりますが、何らかの要因により代表取締役の業務執行が困難になった場合に

は、当社の事業戦力や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(6）その他 

① 品質管理について 

 当社は受託開発、製品開発、製品出荷等において、顧客への納品までの間に社内において徹底した品質管理を行

い、現時点まで当社の製品等の不具合による顧客からの訴訟等、経営成績に重大な影響を与える損害賠償を請求さ

れたことはありません。しかしながら、プログラム、その他のソフトウェア、製品等に不良箇所が発生した場合、

追加補修作業や販売の中止、損害賠償請求等が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

② 情報管理について 

 当社は受託開発や製品開発等を行なう際、顧客の機密情報や個人情報を入手しております。当社は当該情報の管

理はもちろんのこと、保有している内部情報、機密情報やノウハウの社外流出を防止することを経営の最重要項目

のひとつとしております。 

 情報管理については、規程を整備し、システム上のセキュリティ対策を行うとともに、全役職員に対して教育、

研修等を行なうことにより情報管理意識向上の徹底に努めております。 

 しかしながら予期せぬ事態その他により情報漏洩が発生した場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

③ 検収時期等の遅延による業績見通しへの影響について 

 当社が受託した開発案件については、開発作業が完了した時に一括又は分割して検収することが通例であり、受

託開発にかかる収益認識基準として検収基準を採用しております。 

 当社では、各プロジェクトごとの進捗管理を週単位で実施しており、何か問題が生じれば即座に対応できる体制

が構築されており、計画通り計上できるよう努めております。 

 しかしながら、今後、開発スケジュールの関係や得意先の検収時期のタイミング等により期末付近に検収が予定

されている場合において、何らかの事情により検収が翌期に遅延した場合には、当社の業績見通しに影響を及ぼす

可能性があります。 

  

④ 受託開発案件の採算性について 

 当社は、顧客から受託開発、システムインテグレーション開発等を受注した際には、顧客との間で予めサービス

の対価を契約等により定めております。受託開発を受注した後は、プロジェクト毎の採算管理を徹底するとともに、

進捗状況のチェック体制を整えており、予期しない工数増加等による業績への影響を極力減らすように努めており

ます。 

 しかしながら、プロジェクトの工程毎に発生する全てのコストを正確に見積もることは難しく、受注時における

工数の見積り違いや品質管理、工程管理に問題が生じた場合には、開発要員の追加投入が必要となることからプロ
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ジェクトの採算性が悪化し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ プリントサーバ事業におけるロイヤリティ収入について 

 当社が主力事業としているプリントサーバ事業については、各 OEM 先プリンタメーカからのロイヤリティ収入金

額が、平成 18 年３月期は 257,407 千円（うち売上高に占める割合は、30.3％）、平成 19 年３月期は 193,963 千円

（同、19.9％）、当中間会計期間は 58,309 千円（同、15.9％）となっております。 

 当該ロイヤリティ収入は、各 OEM 先プリンタメーカにおけるプリンタ販売台数に応じて支払われるものであり、

プリントサーバの開発を受託する際には、プリンタメーカ側の販売計画等を厳密に精査して受託の可否を決定して

おります。 

 しかしながら、必ずしも OEM 先プリンタメーカの販売台数が販売計画とおりに進捗するとは限らず、何らかの理

由により OEM 先プリンタメーカにおけるプリンタ販売が不振に陥った場合には、ロイヤリティ収入が悪化し、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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【２】事業の内容 
当社は、特殊・産業用向けのプリンタ及びプロッタ（以下、２つを併せた概念として「プリンタ」と称する。）のコ

ントローラ及びコントローラ用ソフトウェア（以下、「制御システムソフトウェア」とする。）の開発・販売を行なう

プリントサーバ事業を主たる業務としております。 

また、その他の事業といたしまして、ファイルストレージソリューション事業、セキュリティ事業、受託開発事業、

カスタマーソリューション事業の計５事業を展開しております。 

(1）プリントサーバ事業について 

①事業の内容 

 当事業におきましては、特殊・産業用向けのプリンタを供給しているプリンタメーカに対しまして、同プリ

ンタの制御システムソフトウェア（製品名「mistral」）の開発・販売を行なっております。 

当事業のビジネスモデルは、基本的に以下のようになっております。 

（ⅰ）当社に対しプリンタメーカから、プリンタにかかる制御システムソフトウェアの開発依頼がきます。 

（ⅱ）上記開発依頼に基づき、当社で当該ソフトウェアをワンストップにて開発します。 

当該開発期間は新規開発の場合、概ね１年から２年程度であり、当該開発費は、全額メーカ側の負担となりま

す。 

（ⅲ）開発完了後は、プリンタメーカ等に対し、当該ソフトウェアを OEM 販売します。 

OEM 販売期間は概ね４年から５年程度継続し、同期間中はメーカ側のプリンタの販売台数に応じてロイヤリティ

収入が当社に支払われます。 

（ⅳ）メーカ側のモデルチェンジ等に伴い対象となるプリンタの販売が終了すると、当社のロイヤリティ収入

も終了します。 

（ⅴ）一メーカの一モデルのプリンタに対して、上記（ⅰ）～（ⅳ）のビジネスサイクルがあり、メーカ側の

モデルチェンジ等に合わせて上記サイクルが繰り返されることになります。 

また、上記サイクル以外では、一部のプリンタメーカに対するソフトウェア開発につき、業務請負に基づく受

託開発を行なっております。 

②事業の特徴 

 当事業の特徴としましては、当社はオフィスや一般家庭で用いられているような汎用なプリンタの制御シス

テムソフトウェアは扱わず、CAD 設計現場や特殊な用途で用いられるような、言い換えると産業用及び産業用に

近い分野のニッチなマーケットをターゲットとしたプリンタの制御システムソフトウェアに的を絞った開発・

販売を行なっております。 

 当社のソフトウェアが対象とするプリンタは、特殊な用途で用いられるものであるため、高精度・高画質が

求められております。当社では、顧客の多様かつ高度な要望に沿ったプリンタ出力を実現するために、コンピ

ュータ接続制御装置、イメージ展開ソフトウェア、ネットワーク接続ソフトウェア、画像処理ソフトウェア、

カラー合成ソフトウェア、スキャナ入力装置制御ソフトウェア、カラー調整ソフトウェア、データフォーマッ

ト自動認識変換ソフトウェア、インクジェット吐出制御ソフトウェア等様々な制御システムソフトウェアにか

かる構成要素技術の全てを顧客に提供しております。 

 

(2）ファイルストレージソリューション事業について 

当事業におきましては、光磁気ディスクオートチェンジャのハード販売、管理（制御）用ソフト（製品名

「Mnemos」他）販売ならびにそれらをシステムとして提案を行うシステムインテグレーション（役務提供）と

なります。 

具体的にはジュークボックスに複数の DVD 等の記録メディアを収納し、その複数のメディアに対して書き込

まれたデータが、ユーザにはあたかも１つの巨大なハードディスク書き込まれたデータと同じように扱えるよ

うな環境（システム）を提供するビジネス行っております。（メディアの書き込み、読み込み、メディアのオン

ライン・オフライン管理等） 

主な最終ユーザは、個人情報を含む大量の情報を扱い管理する企業、官公庁ならびに医療機関等であり、販

売はチェンジャメーカ、大手システムインテグレータ等であります。 

 

(3）セキュリティ事業について 

①情報セキュリティ 

当事業におきましては、パソコン端末への利用制限（PC ロック機能）とパソコン内データの暗号化・複号化、

ソフトウェアの不正使用・不正コピー防止を USB デバイスにて可能にする自社製品（製品名「PC GUARD」「COPY 

GUARD」）の販売、上記自社製品を用いての本人認証（PKI 認証、簡易本人認証）ならびに ASP サイトにおける閲

覧制限、印刷制限等に係わるシステム構築等のインテグレーションを行なっております。 

②映像セキュリティ 

当事業におきましては、アナログカメラを利用した JPEG 画像の圧縮、転送、再生（動画と同様な）監視シス

テムに係わる周辺機器・ソフトウェア（エンコーダ／デコーダ）の販売ならびにシステム構築等のインテグレ

ーション、デジタルカメラを利用した高域なネットワークを上での監視システムに係わる周辺機器・ソフトウ

ェアの販売ならびにシステム構築等のインテグレーションを行っております。 

 

(4）受託開発事業について 

当事業におきましては、通信関連ソフトウェア開発、輸送機器向け組込用ソフトウェア開発、医療機器向け
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ソフトウェア開発等、顧客のニーズに応じた特殊なソフトウェアの受託開発を主に行なっております。 

 

(5）カスタマーソリューション事業について 

当事業におきましては、上記各事業において販売した製・商品等に対する保守及びカスタマーサポートを行

なっております。 
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［事業系統図］ 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

日本テクノ･ラボ株式会社 

（ライセンス供与） 
（開発） 

(ソリューションの提供)
（製品及び機器販売） （保守サービス） 

国内顧客 
（プリンタ・複写機や機器メーカ、国内代理店、システムインテグレータ、国内エンドユーザ等） 

国内代理店、国内エンドユーザ 海外販社 
海外エン

ドユーザ
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【３】経営方針 

１．会社の経営理念 

会社の存在価値（存在意義）はなにかを常に考えた経営を行ってまいります。 

 社会に貢献するということは企業としての価値創造を行うことであり、当社の場合は技術開発を通じた企業活動

により社会（産業界、株主、社員、顧客）に貢献すること（広範な意味での利益還元）と考えております。固有あ

るいは希少技術（高度な技術）を涵養し、ソフトウェア製品として広く産業界に頒布して、あらゆる顧客層に利益

をもたらすことを目標とします。その結果として会社にも利益をもたらし、それを原資としてより高度な技術開発

を行うことにより、会社が適正な利益を確保し、良い循環を確立致します。つまり社会にとって必要とされる存在

になることを目指しております。 

 

２．目標とする経営指標 

当社は、研究開発型企業として、顧客や市場のニーズに対応した競争力のある、かつ固有の技術を有する製品お

よびサービスを提供し、中長期にわたる持続的な成長を目指しております。そのため、今後も研究開発を継続的に

実施し、その上で株主還元をしていくだけの十分な利益を上げていくことが必要になります。 

それらを踏まえ、当社では、研究開発費の原資となる売上高の成長と企業の本業での収益を測る経営指標である

売上高営業利益率を高めていくことが、重要であると考えております。 

 

３．対処すべき課題 

当社はより一層の成長を図るため、以下の項目を最重要課題と位置付け、企業価値を高めていく所存でおります。 

①既存ビジネスの徹底した体質強化 

プリントサーバ事業、ファイルストレージソリューション事業ならびに受託開発事業等に係わる自社製品ソフ

トウェア及び受託ソフトウェア開発におきましては、開発したソフトウェアの品質を高めることは顧客に対する

信用を厚くし、当社が成長する上で必須事項のひとつとなっております。設計段階から工程管理、検査・試験に

至るまでの間にソフトウェアの構造に問題がないかどうか、特定の技術者による点検及び見直しを工程の中に組

み込み、社内品質システムを向上させてまいります。結果としての顧客満足度、原価低減、スピードアップに取

り組んでまいります。 

また、ソフトウェア開発に加えてサーバやストレージ、ミドルウェア等に関する更なる知識吸収に努め、ソリ

ューションビジネスの拡大を図ってまいります。加えて当年度飛躍的に事業が拡大いたしましたセキュリティ事

業のうち、当期に築かれた情報セキュリティならびに映像セキュリティのビジネスのコアの部分の安定性及び将

来性の更なる確認にも注力してまいります。 

 

②人材の確保 

景気回復局面の一方で人的リソースの需給が一部で逼迫化しつつあり、当社の成長を阻害する要因のひとつと

なっております。今後成長分野、収益分野へ要員のシフトをタイムリーに進めるほか、採用活動に注力し、企業

規模拡大につながるようエンジニアの確保に努めてまいります。 

 

③ローコストオペレーション 

全社的にコストに対する意識向上の徹底を図り、一層のローコストオペレーションを図ってまいります。 

 

④研究開発体制 

研究開発は将来の自社の目に見えない資産形成に必要欠くべからざる活動との認識で過去においてリソース

を投入してまいりました。 

今後もこの体制は維持いたしますが、テーマを絞り込んで必要最小限にするように努めてまいります。 

 

⑤マネージメントシステムの構築 

前述の事項とも一部重複いたしますが、中期的な経営目標、指針、行動規範を定め、それらの持続可能性を重

視した経営を進めてまいります。また、社内業務プロセスの改革に取り組み、内部統制機能の強化を推し進めて

まいります。合わせて、人材を活性化するための教育体制の拡充を図ってまいります。 

 

以上のような課題が愁眉の急との認識で、不断の努力を積み重ね解決することによって、社会貢献できる信頼ある

グローバルな企業となれるよう一層の自己改革を図ってまいります。 
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【４】中間財務諸表等 
（1）【中間財務諸表】 
①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  411,933 558,093 550,783 

２．受取手形 ※２ 86,512 23,371 83,310 

３．売掛金  220,173 145,710 230,152 

４．有価証券  80,067 － － 

５．預け金   － 6,424 － 

６．商品  24,479 26,934 23,787 

７．製品  20,591 14,580 15,997 

８．仕掛品  19,619 39,507 7,700 

９．前渡金  15,867 10,313 5,381 

10．前払費用  19,959 16,710 12,505 

11．繰延税金資産  4,273 2,740 6,475 

12．その他  663 671 459 

貸倒引当金  △500 － － 

流動資産合計   903,642 69.9 845,059 66.7  936,553 68.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  18,151 17,146 17,755 

(2）車両運搬具  110 99 110 

(3）工具器具備品  9,279 16,211 14,629 

(4）土地  13,640 13,640 13,640 

有形固定資産合計  41,180 47,096 46,135 

２．無形固定資産  13,928 62,116 40,985 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  67,042 20,028 66,385 

(2）出資金  10 10 10 

(3）長期前払費用  73 － - 

(4）繰延税金資産  13,055 21,784 15,414 

(5）差入保証金  58,102 54,102 54,102 

(6）保険積立金  189,015 210,627 199,506 

(7）その他  6,750 6,750 6,750 

投資その他の資産合計  334,050 313,303 342,169 

固定資産合計   389,159 30.1 422,516 33.3  429,290 31.5

資産合計   1,292,802 100.0 1,267,575 100.0  1,365,844 100.0
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前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  95,430 44,689  88,454 

２．１年以内償還予定の社
債 

 20,000 20,000  20,000 

３．未払金 ※４ 14,333 7,503  27,621 

４．未払費用  15,961 18,761  17,138 

５．未払法人税等  24,168 2,168  54,101 

６．前受金  16,682 25,982  16,573 

７．預り金  4,399 5,670  4,755 

流動負債合計   190,974 14.8 124,776 9.9  228,644 16.7

Ⅱ 固定負債     

１．社債  20,000 －  10,000 

２．長期未払金  38,048 －  32,342 

３．役員退職慰労引当金  29,005 38,463  33,356 

固定負債合計   87,053 6.7 38,463 3.0  75,698 5.6

負債合計   278,027 21.5 163,239 12.9  304,343 22.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   378,200 29.3 401,200 31.7  378,200 27.7

２．資本剰余金     

資本準備金  372,700 395,700  372,700 

資本剰余金合計   372,700 28.8 395,700 31.2  372,700 27.2

３．利益剰余金     

(1）利益準備金  200 200  200 

(2)その他利益剰余金     

別途積立金  5,000 5,000  5,000 

繰越利益剰余金  260,190 306,151  305,400 

利益剰余金合計   265,390 20.5 311,351 24.6  310,600 22.8

４．自己株式  － △3,536  － 

自己株式合計   － － △3,536 △0.3  － －

株主資本合計   1,016,290 78.6 1,104,714 87.2  1,061,500 77.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金 

  △1,515 △0.1 △378 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   △1,515 △0.1 △378 △0.0  － －

純資産合計   1,014,774 78.5 1,104,335 87.1  1,061,500 77.7

負債純資産合計   1,292,802 100.0 1,267,575 100.0  1,365,844 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   470,474 100.0 367,290 100.0  975,752 100.0

Ⅱ 売上原価   294,051 62.5 229,062 62.4  573,562 58.8

売上総利益   176,422 37.5 138,227 37.6  402,190 41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   145,329 30.9 156,710 42.7  295,177 30.2

営業利益又は営業損失
（△） 

  31,092 6.6 △18,482 △5.0  107,013 11.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,496 2.0 35,356 9.6  17,768 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  568 0.1 11,944 3.3  728 0.1

経常利益   40,020 8.5 4,929 1.3  124,052 12.7

Ⅵ 特別利益 ※３  － － －  －  400 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  782 0.2 6,060 1.6  8,424 0.9

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△） 

  39,238 8.3 △1,130 △0.3  116,028 11.9

法人税、住民税及び事
業税 

 22,389 493  59,571 

法人税等調整額  △5,637 16,751 3.5 △2,375 △1,881 △0.5 △ 11,239 48,331 5.0

中間（当期）純利益   22,486 4.8 750 0.2  67,696 6.9
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③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９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

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

中間会計期間中の変動額   

中間純利益 － － － － － 22,486 22,486 22,486

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － － 22,486 22,486 22,486

平成18年９月30日残高（千円） 378,200 372,700 372,700 200 5,000 260,190 265,390 1,016,290

   
 

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

中間会計期間中の変動額  

中間純利益 － － 22,486

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△14 △14 △14

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△14 △14 22,471

平成18年９月30日残高（千円） △1,515 △1,515 1,014,774
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当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９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 

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 

自己 
株式 

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

中間会計期間中の変動額    

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

中間純利益 － － － － － 750 750 － 750

自己株式の取得 － － － － － － － △3,536 △3,536

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 

23,000 23,000 23,000 － － 750 750 △3,536 43,213

平成19年９月30日残高 
（千円） 

401,200 395,700 395,700 200 5,000 306,151 311,351 △3,536 1,104,714

 

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） － － 1,061,500

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 － － 46,000

中間純利益 － － 750

自己株式の取得 － － △3,536

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△378 △378 △378

中間会計期間中中の変動額合計 
（千円） 

△378 △378 42,835

平成19年３月31日残高（千円） △378 △378 1,104,335
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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【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書

（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  39,238 △1,130 116,028 

減価償却費  5,027 11,674 11,907 

のれん償却額  － 571 571 

固定資産除却損  298 341 668 

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  △5,303 △33,884 △11,009 

株式交付費  － 11,263 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  100 － △400 

役員退職慰労引当金の増減額  3,899 5,106 8,251 

有価証券利息  △1,024 △583 △2,116 

受取利息  △47 △641 △277 

社債利息  124 33 171 

売上債権の増減額（△は増加）  △47,244 144,380 △54,020 

棚卸資産の増減額（△は増加）  10,222 △33,537 31,525 

前渡金の増減額（△は増加）  △10,660 △4,932 △174 

仕入債務の増減額（△は減少）  62,699 △43,765 55,724 

前受金の増減額  2,446 9,409 2,338 

未払金の増減額（△は減少）  △35,708 △20,117 △22,420 

その他  3,871 △1,507 13,614 

小計  27,940 48,399 157,597 

利息及び配当金の受取額  1,207 1,141 2,597 

利息の支払額  △136 △40 △190 

法人税等の還付額  2,995 － 2,995 

法人税等の支払額  △856 △51,934 △8,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー  31,150 △2,434 154,507 

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  － 83,095 71,077 

投資有価証券の売却による収入  30,000 － － 

有形固定資産の取得による支出  △1,582 △5,426 △6,330 

無形固定資産の取得による支出  △2,212 △29,252 △26,987 

投資有価証券の取得による支出  △10,000 － △10,000 

投資有価証券の売却による収入  － － 30,000 

匿名組合出資の返還による収入  － 41,542 － 

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  △11,070 △11,388 △22,253 

保険積立金解約による収入  929 15 2,154 

敷金保証金の支払による支出  △1,680 － △1,680 

営業譲受けによる支出 ※２ － － △15,500 

その他  － － 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー  4,384 78,585 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  △30,000 △10,000 △40,000 

株式の発行による収入  － 34,736 － 

自己株式取得による支出  － △3,536 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △30,000 21,199 △40,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △342 △521 115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  5,192 96,829 132,023 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  335,664 467,688 335,664 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 340,856 564,517 467,688 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券 

満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

 その他有価証券 

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。 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

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。 

 時価のあるもの 

 中間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） 

時価のあるもの 

同左 

時価のあるもの 

 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） 

 (2）たな卸資産 

商品・原材料 

総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品・原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

商品・原材料 

同左 

 製品 

総平均法による原価法 

製品 

同左 

製品 

同左 

 仕掛品 

個別法による原価法 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

(1）有形固定資産 

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。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(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。 

 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。 

(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。 

(2)無形固定資産 

定額法  

 同左 
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 前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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） 

２．固定資産の減価償却の方法 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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 同左  

(2)役員退職慰労引当金  (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中間期末要

支給額を計上しております。 

同左  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。 

４．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、中間決

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。 

同左  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。 

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。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー計算

書（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 同左 

７．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる

重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

(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。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(2)レバレッジド・リースの会計

処理 

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、当中間会計期間におい

て出資金額は全額返還されて

いるため、計上しておりませ

ん。 

 

(1)消費税等の会計処理 

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。  



日本テクノ・ラボ㈱（3849）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結） 

－  － 

 

- 23 -

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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） 

 当中間会計期間より、「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1,014,774千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

――――― 
 

 

 

（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） 

当中間会計期間より、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。

この変更に伴う当中間会計期間の損益に

与える影響額は軽微であります。 

 
（追加情報） 
法人税法改正に伴い、平成 19 年３月 31 日

以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。 

この変更に伴う当中間会計期間の損益に

与える影響額は軽微であります。 

  

――――― 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
 
 64,939 千円

  

 
 67,153千円

  

 
 62,687千円

  
※２ 中間期末日満期手形 

 中間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、当中間会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の中間期末日満期手形が

中間期末残高に含まれております。 

※２ 中間期末日満期手形 

中間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、当中間会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の中間期末日満期手形が

中間期末残高に含まれております。 

※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、当事業年度末日が金融機関

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 3,601 千円
  

 
受取手形 2,071千円

  

 
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中間会

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中間会

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
  

 
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 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、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 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、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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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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 ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 47 千円

有価証券利息 1,024 

保険手数料等 824 

匿名組合投資利益 5,303 

為替差益 217 

役務提供料 1,920 

その他 159 
  

 
受取利息 641千円

有価証券利息 583

保険手数料等 208

匿名組合投資利益 33,884

その他 38
  

 
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 ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

社債利息 124 千円

手形売却損 256 

支払保証料 187 
  

 
社債利息 33 千円

支払保証料 62

為替差損 585

株式交付費 11,263
  

 
社債利息 171千円

手形売却損 283

支払保証料 273
  

※３     ――――― ※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 ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

固定資産除却損 298 千円

訴訟費用 484 
  

 
固定資産除却損 341千円

有価証券評価損 5,718
  

 
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  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 2,107 千円

無形固定資産 2,919 
  

 
有形固定資産 4,465千円

無形固定資産 7,780
  

 
有形固定資産 6,199千円

無形固定資産 6,279
  

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９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） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

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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当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９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） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

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 － 39 － 39 

合計 － 39 － 39 

注）１．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。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加 39 株は、取締役決議により買受けたものであります。 

 

２．配当に関する事項 

基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成 19 年 10 月 30 日 

取締役会 
普通株式 28 利益剰余金 2,500 平成 19 年９月 30 日 平成 19年 12月 10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．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。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※１現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※１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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）
 
 （千円） 

現金及び預金勘定 411,933 

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△71,077 

現金及び現金同等物 340,856 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 558,093

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

－

預け金 6,424

現金及び現金同等物 564,517
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 550,783 

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△83,095

現金及び現金同等物 467,688
  

  ──── 
  ──── ※２当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） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９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．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

び中間期末残高相当額 

(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

び中間期末残高相当額 

(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） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 2,321 734 1,586 

合計 2,321 734 1,586 

  

  

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 9,087 1,627 7,460

合計 9,087 1,627 7,460

  

  

 

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）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 461 千円

１年超 1,142 千円

合計 1,603 千円
  

 
１年内 1,442千円

１年超 6,116千円

合計 7,558千円
  

 
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 

(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 241 千円

減価償却費相当額 232 千円

支払利息相当額 13 千円
  

  
支払リース料 331千円

減価償却費相当額 388千円

支払利息相当額 14千円
  

  
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 (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 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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 同左 

（減損損失について） （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。 

 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） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 
中間貸借対
照表計上額
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

時価 
（千円）

差額 
（千円）

貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価 
（千円）

差額 
（千円）

(1）国債・地方債等 80,067 80,520 452 － － － － － －

(2）社債 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 80,067 80,520 452 － － － － － －

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
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 6,000 3,442 △2,557 2,785 2,147 △638 2,785 2,785 －

(2）債券    

国債・地方債
等 

－ － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 6,000 3,442 △2,557 2,785 2,147 △638 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 千円減損処理を

行っております。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。 

 

３．時価のない主な有価証券の内容 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 

中間貸借対照表計上額 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

(1）その他有価証券    

非上場株式 13,600 7,881 13,600 

非上場債券 10,000 10,000 10,000 

匿名組合への出資 40,000 － 40,000 

注）当中間期間において、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。当該減損処理は 5,718

千円であります。 
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（デリバティブ取引関係） 
前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 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。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 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。 

 

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） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９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） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９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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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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 92,420.27 円

１株当たり中間純利益金額 2,047.92 円
  

 
１株当たり純資産額 96,524.42 円

１株当たり中間純利益金額 66.22 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株当たり中間純利益

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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

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。 

 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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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）

純資産の部の合計額（千円） 1,014,774 1,104,335 1,061,500 

普通株式に係る純資産額（千円） 1,014,774 1,104,335 1,061,500 

普通株式の発行済株式数（株）         10,980         11,480 10,980 

普通株式の自己株式数（株） － 39 － 

1株当たり純資産の算定に用いられた普通株

式の数（株） 
10,980 11,441 10,980 

 
（注） １株当たり中間（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。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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）

中間（当期）純利益（千円） 22,486 750 67,696 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 22,486 750 67,696 

期中平均株式数（株） 10,980 11,338 10,980 

 



日本テクノ・ラボ㈱（3849）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結） 

－  － 

 

- 31 -

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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） 

株式会社アイピー・スクエアからの事業の譲受 ──── ──── 

 当社は、今後のセキュリティソリューション

ビジネスの拡大を目的として、平成18年10月１

日に株式会社アイピー・スクエアから監視カメ

ラ関連（エンコーダ・デコーダ関係のBOXなら

びに基盤等の製造）に係る一切の事業を譲受け

る契約を行いました。 

 譲渡契約に関する事項は次のとおりであり

ます。 

  

(1）契約日 平成18年10月１日   

(2）譲渡価格 15,500千円   

(3）財産の引継   

譲渡日において、株式会社アイピー・スク

エアから引継いだ資産は次のとおりであ

ります。 

  

 
科目 金額（千円） 

（資産の部）  

商品 2,289 

製品 2,014 

工具器具備品 4,903 

のれん 6,000 

その他 292 

合計 15,500 
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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。

 
   

 
 

（2）【その他】 
該当事項はありません。 

 

 


