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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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３四半期 642  △2.5 △12      － 11  △83.8 4   △89.0

19 年３月期第３四半期 659      － 56      － 72      － 41       －

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

 

 
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３四半期 407    72 －  －

19 年３月期第３四半期 3,823    49 －  －

19 年３月期 6,165    47 －  －
(注)１．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。 

２．期中平均株式数 

  平成 20 年３月期 第３四半期 11,320 株   平成 19 年３月期 第３四半期 10,980 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３四半期 1,275 1,042 81.7 94,580   71

19 年３月期第３四半期 1,248 1,034 82.9 94,190   45

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３四半期 55 34 △54 502

19 年３月期第３四半期 99 61 △40 457

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 － － 2,500.00 － －  

20 年３月期（予想）    1,450.00
3,950.00 

（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 
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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、対前期増減率） 

 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 1,046   7.2 71    △33.1 95    △22.9 53    △21.5 4,725   17

 
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、15 ページ「四半期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。］ 

(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３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が引続き堅調に推

移している等、景気全体は緩やかな回復基調であるものの、原油価格や関連資材価格の高騰やサブ

プライムローン問題に端を発した株価下落などによる経済の減速懸念という不安材料を抱え、景気

の先行き不透明感は高まっております。 

 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を、当初の予定より開発ペースを早め、

開発するとともに、年度末にかけて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

引続き増加するなど開発による売上高は堅調に推移しました。また、大型高速インクジェットプリ

ンタシステムの開発はほぼ終了し、製品及び試作機をユーザに納品するまでに至りました。今後当

プロジェクトにおいては、年度末にかけ個々のユーザに対しカスタマイズ対応開発やリピートオー

ダ等が期待できます。 

 セキュリティ事業におきましては、USB キーを利用した会員認証用等のデバイス販売が大きく売上

に貢献したものの、セキュリティプリントシステム（SPS）、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（Fire Dipper）、無線 LAN 対応の画像伝送装置の開発にリソースを重点配

分した結果、当事業の売上高は全体的に低調となりました。しかしながら、新規開発製品に関して

は、官公庁等から受注するなど年度末の売上に繋がる営業活動を活発に行ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高 642,872 千円（前年同期比 2.5％減）、経常利

益 11,752 千円（前年同期比 83.8％減）、四半期純利益 4,615 千円（前年同期比 89.0％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

請負については、ユーザの検収、予算の執行及び納期が年度末に集中しているため、当社の売上高

及び利益は年度末に集中する傾向にあります。 

 事業部門別の受注高、売上高の具体的数値については、26 ページ (3) 【事業部門別売上高】を

ご覧ください。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1）財政状態の分析 

    当第３四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。 

①資産 

 当第３四半期会計期間末の流動資産は 830,915 千円（前事業年度末比 105,638 千円減）と

なりました。これは主として、自己株式の買付等により現金及び預金が 48,397 千円、手形取

引の減少により受取手形が 49,589 千円、それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定資産は 444,220 千円（前事業年度末比 14,929 千円増）となりました。これは主として、

匿名組合への出資金の返還等により投資有価証券が 45,513 千円減少しましたが、ソフトウェ

アが 34,291 千円、保険積立金が 14,630 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 1,275,135 千円（前事業年度末比 90,708 千円減）となりました。 

②負債 

 当第３四半期会計期間末の流動負債は 191,934 千円（前事業年度末比 36,710 千円減）とな

りました。これは主として、売上代金の前受けにより前受金が 42,522 千円増加しましたが、

未払金が 24,955 千円、法人税等の納付により未払法人税等が 53,297 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 41,016 千円（前事業年度末比 34,682 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 32,342

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 232,950 千円（前事業年度末比 71,392 千円減）となりました。 

③純資産 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は 1,042,184 千円（前事業年度末比 19,315 千円減）
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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、自己株式の取得により自己株式を 41,450 千円計上したこと

や中間配当により繰越利益剰余金が 23,987 千円、減少したこと等によるものであります。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度

末に比べ 34,963 千円増加し、当第３四半期会計期間末残高は 502,651 千円となりました。 

 また、当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとお

りです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は 55,782 千円となりました。主

な要因は、税引前第３四半期純利益 5,691 千円を計上したことに加え、売上債権の減少額

132,500 千円、棚卸資産の増加額 34,147 千円、前受金の増加額 42,522 千円、未払金の減少額

24,955 千円、法人税等の支払額 81,719 千円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における投資活動の結果得られた資金は 34,424 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、匿名組合出資の返還による収入 41,542 千

円、無形固定資産の取得による支出 53,440 千円、保険積立金積立による支出 17,052 千円等に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における財務活動の結果使用した資金は 54,634 千円となりました。主

な要因は、株式の発行による収入 34,736 千円、自己株式取得による支出 41,721 千円、配当金

の支払による支出 27,649 千円、社債の償還による支出 20,000 千円によるものであります。 

 なお、株式の発行による収入は、払込金額の総額 46,000 千円から株式交付費 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 

 平成 20 年２月 13 日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 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）【四半期財務諸表】 
①【四半期貸借対照表】 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31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）  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  528,108 502,386 550,783 

２．受取手形 ※２ 115,627 33,720 83,310 

３．売掛金  91,220 147,241 230,152 

４．商品  39,508 26,758 23,787 

５．製品  16,271 22,254 15,997 

６．仕掛品  25,005 32,619 7,700 

７．前渡金  7,586 1,795 5,381 

８．前払費用  15,086 16,274 12,505 

９．繰延税金資産  5,144 366 6,475 

10. 未収還付法人税等  － 27,852 － 

11．預け金  － 264 － 

12．その他 ※４ 707 19,378 459 

貸倒引当金  △300 － － 

流動資産合計   843,966 67.6 830,915 65.2  936,553 68.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  18,141 16,768 17,755 

(2）車両運搬具  110 93 110 

(3）工具器具備品  12,567 14,785 14,629 

(4）土地  13,640 13,640 13,640 

有形固定資産合計  44,458 45,287 46,135 

２．無形固定資産  19,419 80,611 40,985 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  66,942 20,871 66,385 

(2) 出資金  10 10 10 

(3）長期前払費用  73 － － 

(4）繰延税金資産  14,024 22,449 15,414 

(5）差入保証金  58,102 54,102 54,102 

(6）保険積立金  194,595 214,137 199,506 

(7）その他  6,750 6,750 6,750 

投資その他の資産合計  340,499 318,321 342,169 

固定資産合計   404,377 32.4 444,220 34.8  429,290 31.5

資産合計   1,248,343 100.0 1,275,135 100.0  1,365,844 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31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  36,265 92,576  88,454 

２．１年以内償還予定の社債  20,000 10,000  20,000 

３．未払金 ※４ 9,397 2,665  27,621 

４．未払費用  16,714 19,291  17,138 

５．未払法人税等  30,223 803  54,101 

６．前受金  25,463 59,096  16,573 

７．預り金  2,545 6,490  4,755 

８．その他  － 1,010  － 

流動負債合計   140,609 11.2 191,934 15.1  228,644 16.7

Ⅱ 固定負債     

１．社債  10,000 －  10,000 

２．長期未払金  32,342 －  32,342 

３．役員退職慰労引当金  31,180 41,016  33,356 

固定負債合計   73,522 5.9 41,016 3.2  75,698 5.6

負債合計   214,132 17.1 232,950 18.3  304,343 22.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   378,200 30.3 401,200 31.4  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 29.9 395,700 31.0  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  279,685 281,413  305,400 

利益剰余金合計   284,885 22.8 286,613 22.5  310,600 22.8

４．自己株式   － － △41,450 △3.2  － －

株主資本合計   1,035,785 83.0 1,042,063 81.7  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 

  △1,574 △0.1 121 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   △1,574 △0.1 121 △0.0  － －

純資産合計   1,034,211 82.9 1,042,184 81.7  1,061,500 77.7

負債純資産合計   1,248,343 100.0 1,275,135 100.0  1,365,844 100.0
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②【四半期損益計算書】 

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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   659,598 100.0 642,872 100.0  975,752 100.0

Ⅱ 売上原価   386,367 58.6 401,603 62.5  573,562 58.8

売上総利益   273,231 41.4 241,269 37.5  402,190 41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   216,971 32.9 254,028 39.5  295,177 30.2

営業利益又は営業損失
（△） 

  56,260 8.5 △12,758 △2.0  107,013 11.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  16,816 2.5 37,064 5.8  17,768 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  671 0.1 12,553 2.0  728 0.1

経常利益   72,404 10.9 11,752 1.8  124,052 12.7

Ⅵ 特別利益 ※３  100 0.0 －  －  400 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  1,215 0.2 6,060 0.9  8,424 0.9

税引前第３四半期（当
期）純利益 

  71,288 10.7 5,691 0.9  116,028 11.9

法人税、住民税及び事
業税 

 36,742 2,086  59,571 

法人税等調整額  △7,436 29,306 4.4 △1,009 1,076 0.2 △ 11,239 48,331 5.0

第３四半期（当期）純
利益 

  41,981 6.3 4,615 0.7  67,696 6.9
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③【四半期株主資本等変動計算書】 

前第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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４月１日残高（千円） 378,200 372,700 372,700 200 5,000 237,703 242,903 993,803

第３四半期会計期間中の変動額   

第３四半期純利益 － － － － － 41,981 － 41,981

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額） 

－ － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

－ － － － － 41,981 － 41,981

平成18年12月31日残高（千円） 378,200 372,700 372,700 200 5,000 279,685 284,885 1,035,785

   
 

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４月１日残高（千円） △1,501 △1,501 992,302

第３四半期会計期間中の変動額  

第３四半期純利益 － － 41,981

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額） 

△73 △73 △73

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

△73 △73 41,908

平成18年12月31日残高（千円） △1,574 △1,574 1,034,211
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当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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 

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

第３四半期会計期間中の変動
額 

  

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

剰余金の配当  △28,602 △28,602 － △28,602

第３四半期純利益 － － － － － 4,615 4,615 － 4,615

自己株式の取得 － － － － － － － △41,450 △41,450

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

－ － － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動
額合計（千円） 

23,000 23,000 23,000 － － △23,987 △23,987 △41,450 △19,437

平成19年12月31日残高（千円） 401,200 395,700 395,700 200 5,000 281,413 286,613 △41,450 1,042,063

 

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３四半期会計期間中の変動
額 

 

新株の発行 － － 46,000

剰余金の配当 － － △28,602

第３四半期純利益 － － 4,615

自己株式の取得 － － △41,450

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

121 121 121

第３四半期会計期間中の変動
額合計（千円） 

121 121 △19,315

平成19年12月31日残高（千円） 121 121 1,042,184
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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】 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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     

税引前第３四半期（当期）純利益  71,288 5,691 116,028 

減価償却費  8,023 19,470 11,907 

のれん償却額  － 857 571 

固定資産除却損  668 341 668 

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  △11,009 △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  6,075 7,660 8,251 

有価証券利息  △2,116 △709 △2,116 

受取利息  △79 △867 △277 

社債利息  151 46 171 

売上債権の増減額（△は増加）  52,593 132,500 △54,020 

棚卸資産の増減額（△は増加）  △6,773 △34,147 31,525 

前渡金の増減額（△は増加）  △2,379 3,585 △174 

仕入債務の増減額  3,534 4,121 55,724 

前受金の増減額  11,228 42,522 2,338 

未払金の増減額（△は減少）  △40,644 △24,955 △22,420 

その他  11,996 △3,069 13,614 

小計  102,458 136,144 157,597 

利息及び配当金の受取額  2,195 1,425 2,597 

利息の支払額  △190 △68 △190 

法人税等の還付額  2,995 － 2,995 

法人税等の支払額  △7,621 △81,719 △8,492 

営業活動によるキャッシュ・フロー  99,837 55,782 154,507 

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  △71,093 － △83,095 

定期預金の払戻による収入  71,077 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  △2,511 △6,007 △6,330 

無形固定資産の取得による支出  △3,111 △53,440 △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 － 80,000 

短期貸付による支出      － △17,000     － 

保険積立金積立による支出  △16,628 △17,052 △22,253 

保険積立金解約による収入  929 3,285 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 － △15,500 

その他  △372 － 15 

投資活動によるキャッシュ・フロー  61,108 34,424 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  △40,000 △20,000 △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        － △41,721 － 

配当金の支払額        － △27,649  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △40,000 △54,634 △40,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  403 △609 115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  121,349 34,963 132,023 

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第３四半期末（期

末）残高 
※１ 457,014 502,651 467,688 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

 第３四半期決算末日の市

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 
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項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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）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 

――――― （会計方針の変更） 

 当第３四半期会計期間より、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。 

この変更に伴う損益に与える影

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。 

この変更に伴う損益に与える影

響額は軽微であります。 

――――― 

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。 

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。 

(2)無形固定資産 

定額法  

同左 

 

(2)無形固定資産 

定額法  

 同左 
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 前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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第３四半期

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、第３四

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。 

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．第３四半期キャッシュ・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．その他第３四半期財務諸表（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、当第３四半期において

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。  
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 

 当第３四半期会計期間より、「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 1,034,211千円であります。 

 なお、当第３四半期会計期間における四半

期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） 

 当第３四半期会計期間より、「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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31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 
 
 60,546 千円

  

 
 69,543千円

  

 
 62,687千円

  
※２ 第３四半期末日満期手形 

 第３四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３四半期会計期間の末日満

期手形が第３四半期末残高に含まれてお

ります。 

※２ 第３四半期末日満期手形 

第３四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、なお、当第３四半期会計

期間の末日満期手形が第３四半期末残高

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 9,291 千円
  

 
受取手形 1,087千円

  

 
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第３四

半期末の借入未実行残高は以下のとおり

であります。 

 ３      ―――――  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

資産の「その他」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） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 79 千円

有価証券利息 2,116 

保険手数料等 1,111 

匿名組合投資利益 11,009 

為替差益 410 

役務提供料 1,920 

その他 168 
  

 
受取利息 867千円

有価証券利息 709

保険手数料等 1,553

匿名組合投資利益 33,884

その他 48
  

 
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 151 千円

手形売却損 283 

支払保証料 237 
  

 
社債利息 46 千円

支払保証料 87

為替差損 885

株式交付費 11,263

その他 271
  

 
社債利息 171千円

手形売却損 283

支払保証料 273
  

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３        ――――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

貸倒引当金戻入益 100 千円
 

 
 

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 668 千円

固定資産売却損 62 

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 4,058 千円

無形固定資産 3,964 
  

 
有形固定資産 6,855千円

無形固定資産 13,472
  

 
有形固定資産 6,199千円

無形固定資産 6,279
  

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

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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当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

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 － 461 － 461 

合計 － 461 － 461 

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 461 株は、取締役会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 

配当金支払額 

 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
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 28,602 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。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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第３四半期会計

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 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期会計

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 

※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12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）
 
 （千円） 

現金及び預金勘定 528,108 

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△71,093 

現金及び現金同等物 457,014 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 502,386

預け金 264

現金及び現金同等物 502,651
  

 
 （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） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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

び第３四半期末残高相当額 

(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

び第３四半期末残高相当額 

(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３四
半期末
残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 2,321 773 1,547 

合計 2,321 773 1,547 

  

  

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

第３四
半期末
残高相
当額 
（千円）

工具器具備品 9,087 1,997 7,090

合計 9,087 1,997 7,090

  

  

 

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３四半期期末残高相当

額等 

(2)未経過リース料第３四半期期末残高相当

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３四半期期末残高相

当額 

未経過リース料第３四半期期末残高相

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 1,026 千円

合計 1,488 千円
  

 
１年内 1,357千円

１年超 5,799千円

合計 7,156千円
  

 
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 362 千円

減価償却費相当額 348 千円

支払利息相当額 20 千円
  

  
支払リース料 823千円

減価償却費相当額 758千円

支払利息相当額 104千円
  

  
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．その他有価証券で時価のあるもの 

前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 
取得原価
（千円）

四半期貸借
対照表計上
額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

四半期貸借
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 3,342 △2,657 2,785 2,990 204 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 3,342 △2,657 2,785 2,990 204 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．時価のない主な有価証券の内容 

 
前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 

四半期貸借対照表計上額 

（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）当第３四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） 
前第３四半期会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

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） 

前第３四半期会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 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） 

前第３四半期会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年 12 月 31 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） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自  平成19年４月１日  至 平成19年12月31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) 

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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 94,190.45 円

１株当たり四半期純利益金

額 
3,823.49 円

  

 
１株当たり純資産額 94,580.71 円

１株当たり四半期純利益金

額 
407.72 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株当たり四半期純利

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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額については、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株当たり四半期（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。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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３四半期（当期）純利益（千円） 41,981 4,615 67,696 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 41,981 4,615 67,696 

期中平均株式数（株） 10,980 11,320 10,980 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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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(2）【その他】 

平成19年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・28,602千円 

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・2,500円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成19年12月10日 

（注）平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。 



日本テクノ・ラボ株式会社（3849）平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

－26－ 

 

 (3) 【事業部門別売上高】 
 ①受注状況 

 当第３四半期会計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第３四半期 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31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 549,910 138.4 263,649 178.6

ファイルストレージソリューション事業 101,433 94.3 53,753 618.1

セキュリティ事業 125,348 75.3 50,582 62.1

受託開発事業 29,281 115.1 7,150 158.9

カスタマーソリューション事業 43,050 228.2 27,418 190.8

合計 849,022 118.6 402,552 156.9

 （注）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 

 当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当第３四半期 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31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 111,657 － 302,138 － 413,795 126.0 

ファイルストレージ 
ソリューション事業 

31,873 23,306 6,300 － 61,480 53.1 

セキュリティ、新規・その他
事業 

46,141 38,673 5,760 － 90,575 65.0 

受託開発事業 － － 45,731 － 45,731 179.6 

カスタマーソリューション事
業 － － － 31,290 31,290 64.9 

合計 189,672 61,980 359,929 31,290 642,872 97.9 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


