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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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12月期第１四半期 1,363 － 46 － 41 － △15 －

19年12月期第１四半期 － － － － － － － －

19年12月期 5,655 8.3 398 121.2 346 136.8 50 －

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12月期第１四半期 △468 11 － －

19年12月期第１四半期 － － － －

19年12月期 2,027 27 － －

(2）連結財政状態  

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12月期第１四半期 3,864 2,267 58.7 66,670 51

19年12月期第１四半期 － － － － －

19年12月期 3,828 2,270 59.3 68,027 12

(3）連結キャッシュ・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12月期第１四半期 △10 △40 △12 623

19年12月期第１四半期 － － － －

19年12月期 558 △95 △463 686

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年12月期第１四半期 － －

20年12月期第１四半期 － －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12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 2,876 6.3 150 △21.6 135 △22.8 △3 － △89 15

通期 6,251 10.5 454 14.0 433 25.2 99 98.1 2,925 11

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

５．個別業績の概要（平成20年１月１日　～　平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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12月期第１四半期 596 － 35 － 180 － 160 －

19年12月期第１四半期 － － － － － － － －

19年12月期 2,767 9.6 419 32.6 404 21.8 233 32.9

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年12月期第１四半期 4,737 56

19年12月期第１四半期 － －

19年12月期 9,420 16

(2）個別財政状態  

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12月期第１四半期 3,744 2,886 77.1 84,876 12

19年12月期第１四半期 － － － － －

19年12月期 3,648 2,713 74.4 81,288 65

６．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12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 1,382 4.9 167 △19.0 302 32.2 223 59.7 6,570 39

通期 3,085 11.5 446 6.5 575 42.3 378 62.3 11,130 67

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績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結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の高騰、サブプライムローンに端

を発した世界的な金融不安、米国経済の減速、株安・円高といった金融市場の混乱などにより、足元の収益環境が急速

に悪化し、景気回復の動きを鈍らせております。

当社グループの主要顧客である大手製造業では、こうした経済環境による業績の鈍化に対する懸念から、製品の輸出

先としてロシア、中東地域への比重を高めるといった施策、新製品の開発投資や合理化の為のＩＴ化が活発に行われた

ことにより、当社グループに対するニーズは堅調に推移いたしました。

当社グループは、世界的にも高い競争力を誇る日本の情報家電産業、産業設備・工作機械産業、自動車産業などに代

表される「ものづくり企業」のＩＴ関連サービスに特化し、ドキュメント事業、開発支援事業、システムの開発・運用

などを展開しております。日本の「ものづくり企業」は、高度な技術力を武器にグローバルな展開を行っており、世界

規模での需要拡大が続き、好調な業績を維持しております。当第1四半期における当社グループは、このような「ものづ

くり企業」へのサポート体制をより一層強化するため、当社グループが有する高付加価値な技術力を提供することで、

顧客企業の多様化かつ高度化する要望に応えてまいりました。また、従来の枠にとらわれない高付加価値サービスを提

供することで既存顧客の信頼を勝ち得るとともに、 “新規顧客の獲得”“新規事業の展開”を図り、事業領域の拡大を

進めてまいりました。

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高が1,363百万円となり、利益面では営

業利益46百万円、経常利益41百万円、税金等調整前四半期純利益40百万円となりましたが、販売費及び一般管理費に計

上している「のれん償却額」80百万円が、税務上損金とはならないこと等の要因により、法人税、住民税及び事業税等

は56百万円となり、その結果、四半期純損失15百万円を計上することとなりました。

 

　　事業別の業績は、次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み

ます。）

 

（ドキュメンテーション事業）

　ドキュメンテーション事業におきましては、技術者のスキルアップを図り、多様化、複雑化する顧客ニーズに積極的

に応えてまいりました。また、技術者レベルの向上に伴い、WebコンテンツやＣＧアニメを用いた次世代技術資料の作成、

高品質ドキュメントの短納期化といった高付加価値及び独自性のある提案を可能とし、同業他社との優位性を確立する

ことで既存顧客との信頼構築、新規事業の獲得を図ってきた結果、売上高は397百万円、営業利益は115百万円となりま

した。

 

（エンジニアリング事業）

エンジニアリング事業におきましては、顧客企業の活発な開発業務や技術者ニーズに積極的に応えるための人材確保・

人材育成に努め、的確な人材配置による稼動率アップを図ってまいりました。また、適宜に進捗管理・工数管理を行う

ことで業務の効率化を推し進めてきたほか、高度な技術力の提供による単価改善に努めてきた結果、売上高は199百万円、

営業利益は46百万円となりました。

 

（技術システム開発事業）

 技術システム開発事業におきましては、“事業領域の拡大”を重点施策に掲げ、保守・サービス、情報セキュリティ

といった新分野への着手、新規顧客の開拓、新規事業の開発に取り組み、一定の成果を挙げております。また、既存顧

客に対しては付加価値の高い業務提供のほか、顧客企業の投資計画の木目細かなキャッチアップによる受注獲得に努め

てきた結果、売上高は784百万円、営業利益は11百万円となりました。

技術システム開発事業の営業利益率は、当社グループの他の事業と比して著しく低くなっておりますが、これは「の

れん償却額」80百万円が技術システム開発事業の営業費用の中に含まれていることによります。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は3,864百万円となり、前連結会計年度末より36百万円増加いたしました。

また純資産は2,267百万円となり、前連結会計年度末より３百万円減少しております。

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当第１四半期連結会計期間末残高は623百万円であり、前連結会計年

度末より63百万円減少しております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前第１四半期純利益は40百万円でありました。のれん償却額80百万円、賞与引当金の増加額138百万円等の

資金の増加要因があった一方、法人税等の支払額235百万円、たな卸資産の増加額90百万円等の資金の減少要因があった

ことにより、当第１四半期連結会計期間におきましては、営業活動により10百万円の資金が減少いたしました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により40百万円の資金支出がありました。主な使途は定期預金の預入に12百万円、有形固定資産の取得に９

百万円、その他として15百万円等であります。「その他」には当社関西支社開設に伴い要した敷金の支払が含まれてお

ります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により12百万円の資金支出がありました。主な要因としましては、株式の発行により49百万円の収入があっ

た一方、社債の償還50百万円及び配当金の支払額31百万円の支出があったことによります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

 平成20年12月期の業績予想については、平成20年２月12日付決算短信で発表いたしました業績予想数値に変更はあり

ません。

 

４．その他

　期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12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   653,811   704,976  

２．受取手形及び売掛金 ※１  1,230,721   1,226,987  

３．たな卸資産   184,997   94,234  

４．その他   239,170   186,648  

流動資産合計   2,308,700 59.7  2,212,846 57.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※2,3  361,456 9.4  356,512 9.3

２．無形固定資産        

(1）のれん  890,356   971,298   

(2）その他  111,108   115,861   

無形固定資産合計   1,001,464 25.9  1,087,160 28.4

３．投資その他の資産        

(1）その他  200,936   179,871   

貸倒引当金  △7,990   △7,990   

投資その他の資産合計   192,946 5.0  171,881 4.5

固定資産合計   1,555,867 40.3  1,615,553 42.2

資産合計   3,864,568 100.0  3,828,400 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   147,897   140,400  

２．短期借入金 ※３  470,000   450,000  

３．未払金   222,461   283,163  

４．未払法人税等   86,686   216,992  

５, 賞与引当金   232,103   93,704  

６．その他   307,321   246,735  

流動負債合計   1,466,471 37.9  1,430,996 37.4

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金   95,708   90,873  

２．その他   35,258   36,125  

固定負債合計   130,966 3.4  126,999 3.3

負債合計   1,597,437 41.3  1,557,995 40.7
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当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   893,682 23.1  867,600 22.6

２．資本剰余金   848,682 22.0  822,600 21.5

３．利益剰余金   524,766 13.6  580,686 15.2

株主資本合計   2,267,130 58.7  2,270,886 59.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   － －  △480 0.0

評価・換算差額等合計   － －  △480 0.0

純資産合計   2,267,130 58.7  2,270,405 59.3

負債純資産合計   3,864,568 100.0  3,828,400 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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   1,363,525 100.0  5,655,454 100.0

Ⅱ　売上原価   971,980 71.3  4,019,790 71.1

売上総利益   391,545 28.7  1,635,664 28.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  344,767 25.3  1,237,049 21.9

営業利益   46,777 3.4  398,614 7.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  766   1,031   

２．その他の営業外収益  471 1,238 0.1 3,147 4,179 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  1,300   21,760   

２．支払融資手数料  3,228   4,770   

３．株式交付費  981   11,172   

４．その他の営業外費用  581 6,092 0.4 18,577 56,281 1.0

経常利益   41,922 3.1  346,513 6.1

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益  159 159 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損  65   2,434   

２．投資有価証券評価損  1,840   －   

３．その他の特別損失  － 1,905 0.1 15,121 17,556 0.3

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  40,177 3.0  328,956 5.8

法人税、住民税及び事
業税

 113,051   289,961   

法人税等調整額  △57,004 56,046 4.1 △11,169 278,792 4.9

四半期（当期）純利益
又は四半期（当期）純
損失（△）

  △15,869 △1.1  50,164 0.9
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年12月31日残高（千円） 867,600 822,600 580,686 2,270,886 △480 2,270,405

第１四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 26,082 26,082 － 52,164 － 52,164

剰余金の配当 － － △40,050 △40,050 － △40,050

四半期純利益 － － △15,869 △15,869 － △15,869

株主資本以外の項目の第１四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

    480 480

第１四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

26,082 26,082 △55,919 △3,755 480 △3,274

平成20年３月31日残高（千円） 893,682 848,682 524,766 2,267,130 － 2,267,130

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年12月31日残高（千円） 495,000 450,000 554,896 1,499,896 258 1,500,155

連結会計年度中の変動額

新株の発行 372,600 372,600 － 745,200 － 745,200

剰余金の配当 － － △24,375 △24,375 － △24,375

当期純利益 － － 50,164 50,164 － 50,164

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

    △739 △739

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

372,600 372,600 25,789 770,989 △739 770,250

平成19年12月31日残高（千円） 867,600 822,600 580,686 2,270,886 △480 2,270,405
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

   

税金等調整前四半期（当期）純
利益

 40,177 328,956

減価償却費  18,813 82,285

長期前払費用償却額  178 835

のれん償却額  80,941 323,766

賞与引当金の増減額（△は減
少）

 138,399 3,757

退職給付引当金の増減額（△は
減少）

 4,834 △46,370

受取利息及び受取配当金  △766 △1,079

支払利息  1,300 21,760

固定資産除却損  65 2,434

株式交付費  981 11,172

売上債権の増減額（△は増加）  △3,734 △95,474

たな卸資産の増減額（△は増
加）

 △90,762 43,564

その他流動資産の増減額（△は
増加）

 △2,417 10,021

仕入債務の増減額（△は減少）  7,497 8,453

その他流動負債の増減額（△は
減少）

 46,265 72,709

その他固定負債の増減額（△は
減少）

 △867 36,125

未払消費税等の増減額（△は減
少）

 △16,728 21,252

その他  1,680 △18

小計  225,859 824,151

利息及び配当金の受取額  766 1,079

利息の支払額  △1,319 △18,300

法人税等の支払額  △235,520 △248,838

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △10,213 558,091
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △12,000 △48,000

定期預金の払戻による収入  － 48,000

有形固定資産の取得による支出  △9,693 △26,353

無形固定資産の取得による支出  △4,059 △48,408

長期前払費用の取得による支出  △131 △1,160

その他  △14,843 △19,366

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △40,727 △95,289

    

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入の純増減額  20,000 △255,000

長期借入金の返済による支出  － △820,000

社債の償還による支出  △50,000 △100,000

株式の発行による収入  49,106 736,103

配当金の支払額  △31,330 △24,375

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △12,223 △463,271

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△
は減少）

 △63,164 △469

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  686,976 687,445

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

※１ 623,811 686,976
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　１社 

連結子会社名　　株式会社MCOR

 

連結子会社の数　　１社  

連結子会社名　　株式会社MCOR 

 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

 

同左 

 

３．連結子会社の四半期決算日（決算日）

等に関する事項

 連結子会社の四半期決算日は、連結四半期

決算日と一致しております。

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券  

時価のあるもの

 　　　 四半期連結会計期間末の市場価格等

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）を採用しており

ます。　　　　　　

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券  

時価のあるもの 

連結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）を採用しております。

 ②　たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

②　たな卸資産

仕掛品 

同左 

 

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用してお

ります。

 

貯蔵品

同左

 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）については定額

法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

  建物及び構築物　　　　  10年～50年

  機械装置及び運搬具    　６年～10年

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 

 

 ②　無形固定資産

 定額法を採用しております。　 

 なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における見込利用可能期間（５年）に

基づいております。

 また、市場販売目的のソフトウエアにつ

いては、残存有効期間（３年以内）に基づ

く均等配分額と見込販売収益に基づく償却

額のいずれか大きい額を計上しております。

 

②　無形固定資産

同左

 

 

 ③　長期前払費用

均等償却しております。

 

③　長期前払費用

同左 
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費  

同左

（追加情報）  

   平成19年12月17日に実施した公募増資によ

る新株式の発行（9,000株）は、引受証券会社

が引受価額で買取引受を行い、これを引受価

額とは異なる発行価額で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によっております。

　スプレッド方式では、発行価額と引受価額

の差額の総額（64,800千円）が事実上の引受

手数料であり、引受証券会社に対する引受手

数料の支払いはありません。このため、引受

価額と同一の発行価額で一般投資家に販売す

る従来の方式と異なり、株式交付費に引受手

数料は含まれておりません。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、

株式交付費の額と資本金及び資本準備金の合

計額はそれぞれ64,800千円少なく計上され、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額

多く計上されております。

 

 (4）重要な引当金の計上基準

  ①　貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

(4）重要な引当金の計上基準

  ①　貸倒引当金

同左

 

   ②　賞与引当金

  従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当第１四半期連結会計期

間負担額を計上しております。

 

 ②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。 

 

   ③　退職給付引当金

 連結子会社１社は、従業員の退職給付に

備えるため、当第１四半期連結会計期間末

における退職給付債務（簡便法）に基づき、

当第１四半期連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上しておりま

す。

 

 

  ③　退職給付引当金 

 連結子会社１社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務（簡便法）に基づき、当連結会

計年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

（追加情報）

  当社は平成18年11月21日開催の取締役会決

議により、平成19年４月１日をもって、従来

の退職一時金制度から前払退職金と確定拠出

年金制度に移行しております。

　会計処理につきましては、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号　企業会計基準委員会　平

成14年１月31日）を適用しております。

　この移行に伴い、確定拠出年金制度への移

換額76,153千円を制度移行後４年間で支払う

こととしており、また「退職給付制度移行に

伴う損失」（特別損失）として15,121千円を

計上しております。

 

 (5）重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (6）その他四半期連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

 

(6）その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

 

５．四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金及び随時引出し可能な預金からなっ

ております。

 

同左 

 

 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ――――――― 

 

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

  当連結会計年度より、法人税法の改正（（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。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  追加情報

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （重要な減価償却資産の減価償却の方法）

　当第１四半期連結会計期間から法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資産については、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

連結会計年度の翌連結会計年度より、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。

　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

  ――――――― 
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度
（平成19年12月31日）

――――――― ※１．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

 受取手形　　　　　　　　2,813千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　266,172千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259,968千円

 

※３．担保に供してる資産及びその対応債務

 （担保に供している資産）

※３．担保に供してる資産及びその対応債務

  （担保に供している資産）

有形固定資産（建物） 116,686千円 

有形固定資産（土地） 44,805千円 

計 161,491千円 

  

 （対応する債務） 

有形固定資産（建物） 118,253千円 

有形固定資産（土地） 44,805千円 

計  163,058千円 

  

  （対応する債務） 

短期借入金 100,000千円 

計 100,000千円 

 

短期借入金  100,000千円 

計  100,000千円 

 

 　４.　当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく当第１四半期連

結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

1,300,000千円 

借入実行残高 470,000千円 

差引額 830,000千円 

 　４.　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末におけ

る借入未実行残高は次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 

1,100,000千円 

借入実行残高  450,000千円

差引額  650,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 41,910千円 

給与手当 41,903千円 

賞与引当金繰入額 12,292千円 

退職給付費用 1,286千円 

のれん償却額 80,941千円 

営業支援費 40,913千円 

 

 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 159,490千円 

給与手当 167,596千円

賞与引当金繰入額 14,325千円

退職給付費用 6,343千円

のれん償却額 323,766千円

求人費 37,176千円

管理諸費 35,392千円

営業支援費 123,925千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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

前連結会計年度末
株式数（株）

当第１四半期連結
会計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結
会計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 33,375 630 － 34,005

合計 33,375 630 － 34,005

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の増加630株は、オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 40,050 1,200 平成19年12月31日 平成20年３月27日

(2）基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間末後

となるもの

 該当事項はありません。

 

 

前連結会計年度（自　平成19年１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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 24,375 9,000 － 33,375

合計 24,375 9,000 － 33,375

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の増加9,000株は、募集株式の発行によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月24日

定時株主総会
普通株式 24,375 1,000 平成18年12月31日 平成19年３月26日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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20年３月26日

定時株主総会
普通株式 40,050 利益剰余金 1,200 平成19年12月31日 平成20年３月27日

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第１四半期

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 653,811千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △30,000千円 

現金及び現金同等物 623,811千円 

現金及び預金勘定 704,976千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △18,000千円

現金及び現金同等物 686,976千円
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

（借主側） （借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び第１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

四半期末残
高相当額
(千円)

有形固定資産（工
具、器具及び備
品）

18,827 10,436 8,391

その他（ソフトウ
エア） 

8,475 6,200 2,275

合計 27,302 16,636 10,666

 
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)

有形固定資産（工
具、器具及び備
品）

62,471 52,116 10,355

その他（ソフトウ
エア）

24,455 21,418 3,037

合計 86,926 73,534 13,392

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,738千円

１年超 6,538千円

合計 11,276千円

１年内 6,470千円

１年超 7,612千円

合計 14,083千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,940千円

減価償却費相当額 2,730千円

支払利息相当額 158千円

支払リース料 24,837千円

減価償却費相当額 23,273千円

支払利息相当額 1,010千円

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、残存価格を零とする定額法

によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

５．利息相当額の算定方法

 同左 
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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

（貸主側） （貸主側）

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び第１四半期

末残高

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

 
取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

四半期末
残高
(千円)

有形固定資産（工
具、器具及び備
品）

3,299 3,299 －

合計 3,299 3,299 －

 
取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末残高
(千円)

有形固定資産（工
具、器具及び備
品）

35,255 34,521 733

合計 35,255 34,521 733

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 487千円

１年超 －千円

合計 487千円

１年内 1,733千円

１年超 －千円

合計 1,733千円

  なお、貸主側の未経過リース料第１四半期末残高相当額

は、転リースにかかるものです。

 

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

 なお、貸主側の未経過リース料期末残高相当額は、転リー

スにかかるものです。

 

３．受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 993千円

減価償却費 291千円

受取利息相当額 51千円

受取リース料 14,703千円

減価償却費 7,923千円

受取利息相当額 634千円

４．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。

４．利息相当額の算定方法

 同左
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,500 1,660 △1,840

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 3,500 1,660 △1,840

 （注） 当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、1,840千円の減損処理を行って

おります。

　なお、当該株式の減損にあたっては四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には、全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

 

前連結会計年度（平成19年12月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 3,500 2,700 △800

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 3,500 2,700 △800

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31日現在）及び前連結会計年度（平成19年12月31日現在）のいずれに

おいても、当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年

１月１日　至　平成19年12月31日）のいずれにおいても、付与したストック・オプションはありません。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 
技術システム
開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は

全社（千円）
連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 778,922 188,959 395,643 1,363,525 － 1,363,525

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,800 10,161 1,811 17,773  (17,773) －

計 784,722 199,121 397,455 1,381,299 (17,773) 1,363,525

営業費用 773,647 152,271 282,048 1,207,968 108,780 1,316,748

営業利益 11,075 46,849 115,406 173,331 (126,554) 46,777

（注）１．事業区分の方法

 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

 （1）技術システム開発事業

 自動車開発部門等における技術システムの開発・運用

 （2）エンジニアリング事業

 設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援

 （3）ドキュメンテーション事業

 取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、ＷＥＢコンテンツ、ＣＧアニメーション、e ラーニング、技術プ

レゼン資料、多言語翻訳

 ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は126,998千円であり、その主な内容

は、提出会社の管理部門等に係る費用であります。

 

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

技術システム
開発事業
（千円）

エンジニア
リング事業
（千円）

ドキュメン
テーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は

全社（千円）
連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,943,443 824,525 1,887,485 5,655,454 － 5,655,454

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
69,734 46,511 8,969 125,215 (125,215) －

計 3,013,177 871,036 1,896,454 5,780,669 (125,215) 5,655,454

営業費用 3,029,974 681,720 1,238,919 4,950,615 306,223 5,256,839

営業利益（又は営業損失） (16,797) 189,315 657,535 830,053 (431,438) 398,614

（注）１．事業区分の方法

  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

 （1）技術システム開発事業

  自動車開発部門等における技術システムの開発・運用

 （2）エンジニアリング事業

  設計支援、解析支援、設計ＣＡＤ支援、生産技術支援

 （3）ドキュメンテーション事業

  取扱説明書、パーツガイド、整備解説書、ＷＥＢコンテンツ、ＣＧアニメーション、e ラーニング、技術プ

レゼン資料、多言語翻訳

 ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は427,273千円であり、その主な内容

は、提出会社の管理部門等に係る費用であります。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19

年１月１日　至　平成19年12月31日）のいずれにおいても、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。

　　　　　

【海外売上高】

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成19

年１月１日　至　平成19年12月31日）のいずれにおいても、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載

を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 66,670円51銭

１株当たり四半期純損失金額 468円11銭

１株当たり純資産額 68,027円12銭

１株当たり当期純利益金額 2,027円27銭

  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、新株予約権の残高がありますが、希薄化効

果を有していないため記載しておりません。

 

 

  当社は平成19年12月18日付で大阪証券取引所ヘラ

クレスに新規上場しているため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、上場

日から当連結会計年度末までの平均株価を適用して

おります。

  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、新株予約権の残高がありますが、希薄

化効果を有していないため記載しておりません。

（注）１．１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。

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,267,130 2,270,405

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,267,130 2,270,405

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式数（株）
34,005 33,375

２．１株当たり四半期（当期）純利益（△は純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（△

は純損失）金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

四半期（当期）純利益（△は純損失）金額

（千円）
△15,869 50,164

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（△は純

損失）金額（千円）
△15,869 50,164

期中平均株式数（株） 33,901 24,744

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数　1,341個）

株主総会の特別決議日

  平成18年３月25日

新株予約権１種類

（新株予約権の数　1,345個）

株主総会の特別決議日

  平成18年３月25日
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ―――――――

 

 

オーバーアロットメントによる売出しに関連する第

三者割当増資

 

  平成19年11月14日及び平成19年11月29日開催の当

社取締役会において、オーバーアロットメントによ

る売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先と

する第三者割当増資による募集株式発行の旨を決議

し、以下の日付にて払込が行われました。

  ① 発行株式数

 普通株式　630株

  ② 割当価格

  １株につき82,800円

 ③ 払込総額

  52,164千円

  ④ 資本組入額

  １株につき41,400円

  ⑤ 資本組入額の総額

  26,082千円

  ⑥ 申込期日

  平成20年１月15日

   ⑦ 払込期日

   平成20年１月16日

 ⑧ 資金の使途につきましては、全額借入金返済に

充当する予定であります。
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12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  179,010   182,083   

２．受取手形 ※１ 36,699   46,463   

３．売掛金  581,950   577,566   

４．たな卸資産  104,279   54,718   

５．その他  105,311   58,769   

流動資産合計   1,007,252 26.9  919,601 25.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※2,3 334,382   333,025   

２．無形固定資産  98,350   103,186   

３．投資その他の資産        

(1）関係会社株式  2,200,890   2,200,890   

(2）その他  111,590   99,599   

貸倒引当金  △7,990   △7,990   

投資その他の資産合計  2,304,490   2,292,499   

固定資産合計   2,737,223 73.1  2,728,711 74.8

資産合計   3,744,476 100.0  3,648,312 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  24,101   29,949   

２．短期借入金 ※３ 470,000   450,000   

３．未払金  169,667   196,048   

４．未払法人税等  17,932   74,427   

５．賞与引当金  87,292   21,838   

６．その他  54,011   126,914   

流動負債合計   823,005 22.0  899,178 24.6

Ⅱ　固定負債        

その他  35,258   36,125   

固定負債合計   35,258 0.9  36,125 1.0

負債合計   858,263 22.9  935,303 25.6
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当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   893,682 23.9  867,600 23.8

２．資本剰余金        

　　資本準備金  848,682   822,600   

資本剰余金合計   848,682 22.7  822,600 22.6

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  11,250   11,250   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  700,000   700,000   

繰越利益剰余金  432,598   312,039   

利益剰余金合計   1,143,848 30.5  1,023,289 28.0

株主資本合計   2,886,212 77.1  2,713,489 74.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評価差額
金

  －   △480  

評価・換算差額等合計   －   △480 0.0

純資産合計   2,886,212 77.1  2,713,008 74.4

負債純資産合計   3,744,476 100.0  3,648,312 100.0
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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20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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   596,576 100.0  2,767,491 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  412,516 69.1  1,871,195 67.6

売上総利益   184,059 30.9  896,296 32.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  148,802 25.0  476,718 17.2

営業利益   35,257 5.9  419,577 15.2

Ⅳ　営業外収益 ※２  151,212 25.3  41,007 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※３  6,069 1.0  56,003 2.0

経常利益   180,400 30.2  404,582 14.6

Ⅵ　特別利益   159 0.0  － －

Ⅶ　特別損失   1,905 0.3  17,293 0.6

税引前四半期（当期）純
利益

  178,655 29.9  387,288 14.0

法人税、住民税及び事業
税

 46,312   147,064   

法人税等調整額  △28,266 18,046 3.0 7,124 154,188 5.6

四半期（当期）純利益   160,608 26.9  233,100 8.4
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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20年１月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高（千円） 867,600 822,600 11,250 700,000 312,039 2,713,489 △480 2,713,008

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 26,082 26,082 － － － 52,164 － 52,164

剰余金の配当 － － － － △40,050 △40,050 － △40,050

四半期純利益 － － － － 160,608 160,608 － 160,608

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）

      480 480

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

26,082 26,082 － － 120,558 172,722 480 173,203

平成20年３月31日残高（千円） 893,682 848,682 11,250 700,000 432,598 2,886,212 － 2,886,212

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本
 評価・換算

差額金

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 495,000 450,000 11,250 600,000 203,314 1,759,564 258 1,759,822

事業年度中の変動額

新株の発行 372,600 372,600 － － － 745,200 － 745,200

剰余金の配当 － － － － △24,375 △24,375 － △24,375

別途積立金の積立 － － － 100,000 △100,000 － － －

当期純利益 － － － － 233,100 233,100 － 233,100

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

      △739 △739

事業年度中の変動額合計
（千円）

372,600 372,600 － 100,000 108,725 953,925 △739 953,186

平成19年12月31日残高（千円） 867,600 822,600 11,250 700,000 312,039 2,713,489 △480 2,713,008
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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
当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

(1）有価証券

子会社株式

 同左

 

 その他有価証券

時価のあるもの

四半期会計期間末の市場価格に基づ

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）を採用しております。 

 

その他有価証券

時価のあるもの

 期末日の市場価格に基づく時価法（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）を採

用しております。

 

 (2）たな卸資産

 仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(2）たな卸資産 

  仕掛品 

同左 

 

  貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用して

おります。

 貯蔵品 

同左

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

 定率法を採用しております。

 ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）については定額

法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

  建物及び構築物　　　　　15年～50年

  機械装置及び運搬具  　　７年～10年

 

(1）有形固定資産

 同左

 

 

 (2）無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウエアについては、

社内における見込利用可能期間（５年）に基

づいております。

 

(2）無形固定資産

同左

 

 

 (3）長期前払費用

  均等償却しております。

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法  株式交付費

  支出時に全額費用処理しております。

 

 株式交付費

同左

（追加情報） 

  平成19年12月17日に実施した公募増資に

よる新株式の発行（9,000株）は、引受証券

会社が引受価額で買取引受を行い、これを

引受価額とは異なる発行価額で一般投資家

に販売するスプレッド方式によっておりま

す。

　スプレッド方式では、発行価額と引受価

額の差額の総額（64,800千円）が事実上の

引受手数料であり、引受証券会社に対する

引受手数料の支払はありません。このため、

引受価額と同一の発行価額で一般投資家に

販売する従来の方式と異なり、株式交付費

に引受手数料は含まれておりません。

　この結果、従来の方法によった場合に比

べ、株式交付費の額と資本金及び資本準備

金の合計額はそれぞれ64,800千円少なく計

上され、経常利益及び税引前当期純利益は

同額多く計上されております。
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権及び破産更生債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

 

(1）貸倒引当金 

同左

 

 (2）賞与引当金

 従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当第１四半期会計期間負担

額を計上しております。

 

(2）賞与引当金

  従業員に対する賞与の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

 

  

 

 

 

(3）退職給付引当金

 ―――――――

（追加情報）

 当社は平成18年11月21日開催の取締役会決

議により、平成19年４月１日をもって、従

来の退職一時金制度から前払退職金と確定

拠出年金制度に移行しております。

　会計処理につきましては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号　企業会計基準委員

会　平成14年１月31日）を適用しておりま

す。

　この移行に伴い、確定拠出年金制度への

移換額76,153千円を制度移行後４年間で支

払うこととしており、また「退職給付制度

移行に伴う損失」（特別損失）として15,121

千円を計上しております。

５．その他四半期財務諸表（財務諸表）作

成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左

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

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ―――――――

 

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度より、法人税法の改正（（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。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

  追加情報

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 （重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

  当第１四半期会計期間から法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、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。

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

―――――――
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

――――――― 

 

 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当期末日が金融機関の

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　　　　　　　　1,885千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 236,332千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

 231,998千円

 

※３．担保に供してる資産及びその対応債務

 （担保に供している資産） 

※３．担保に供してる資産及びその対応債務

 （担保に供している資産） 

有形固定資産（建物） 116,686千円 

有形固定資産（土地） 44,805千円 

計 161,491千円 

  

 （対応する債務） 

有形固定資産（建物） 118,253千円 

有形固定資産（土地） 44,805千円 

計  163,058千円 

  

  （対応する債務） 

短期借入金 100,000千円 

 計  100,000千円 

 

短期借入金  100,000千円 

計  100,000千円 

 

 　４.　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期

間末における借入未実行残高は次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 

1,100,000千円 

借入実行残高 470,000千円 

差引額 630,000千円 

 　４.　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末におけ

る借入未実行残高は次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 

1,100,000千円 

借入実行残高  450,000千円

差引額  650,000千円

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．減価償却実施額 

      有形固定資産　　　　　　　  　　　7,480千円

　　　無形固定資産　　　　　　　　　  　8,667千円 

 

※１．減価償却実施額  

　　　有形固定資産　　　　　  　　　　　37,233千円 

　　　無形固定資産　　　　　　　　　  　37,951千円 

 

※２．営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。

 　　 受取利息　　　　　　　 　　　　   　209千円

 　　 受取配当金　　　　　 　　　　   150,150千円

※２．営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。  

 　　 受取利息　　　　　　　　　　 　　  　315千円

 　　 受取配当金　　　　　　　　  　　  40,059千円

 

※３．営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 

 　　 支払利息 　　　　　　　　　　  　 1,300千円

 　　 支払融資手数料　　　　　　　 　   3,228千円　

　　　株式交付費　　　　　　　 　　　     981千円

※３．営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。  

 　　 支払利息　　　　　　　　　　　　　21,760千円

 　　 支払融資手数料　　　　　　　　　　 4,770千円

　　　株式交付費　　　　　　　　　　　　11,172千円

　　　上場関連費用　　　　　　　　　　　13,040千円
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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20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

 

 

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日現在）及び前事業年度（平成19年12月31日現在）のいずれにおいても、

リース取引は行っていないため、該当事項はありません。

 

 

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日現在）及び前事業年度（平成19年12月31日現在）のいずれにおいても

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 84,876円12銭

１株当たり四半期純利益金額 4,737円56銭

１株当たり純資産額 81,288円65銭

１株当たり当期純利益金額 9,420円16銭

  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、新株予約権の残高がありますが、希薄化効

果を有していないため記載しておりません。

 当社は平成19年12月18日付で大阪証券取引所ヘラ

クレスに新規上場しているため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、上場

日から当事業年度末までの平均株価を適用しており

ます。

 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、新株予約権の残高がありますが、希薄

化効果を有していないため記載しておりません。

（注）１．１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。

 
当第１四半期会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,886,212 2,713,008

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,886,212 2,713,008

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式数（株）
34,005 33,375

　　　２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
当第１四半期会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

四半期（当期）純利益金額（千円） 160,608 233,100

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）純利益金額

（千円）
160,608 233,100

期中平均株式数（株） 33,901 24,744

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数　1,341個）

株主総会の特別決議日

  平成18年３月25日

新株予約権１種類

（新株予約権の数　1,345個）

株主総会の特別決議日

 平成18年３月25日
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 ―――――――

 

 

オーバーアロットメントによる売出しに関連する第

三者割当増資

 

 平成19年11月14日及び平成19年11月29日開催の当

社取締役会において、オーバーアロットメントによ

る売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先と

する第三者割当増資による募集株式発行の旨を決議

し、以下の日付にて払込が行われました。

 ① 発行株式数

普通株式　630株

 ② 割当価格

 １株につき82,800円

③ 払込総額

 52,164千円

 ④ 資本組入額

 １株につき41,400円

 ⑤ 資本組入額の総額

 26,082千円

 ⑥ 申込期日

 平成20年１月15日

  ⑦ 払込期日

  平成20年１月16日

 ⑧ 資金の使途につきましては、全額借入金返済に

充当する予定であります。
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