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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

21年3月期第3四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。20年3月期第3四半期の潜在株式調整後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。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 699 8.9 △54 ― △51 ― △59 ―
20年3月期第3四半期 642 △2.5 △12 ― 11 △83.8 4 △89.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △5,927.00 ―
20年3月期第3四半期 407.72 ―

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

21年3月期第3四半期 1,139 905 79.2 91,351.95
20年3月期 1,214 987 81.3 97,934.36

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  902百万円 20年3月期  987百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

本日（平成21年１月30日）別途公表しております「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,500.00 ― 1,000.00 3,500.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

本日（平成21年１月30日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 1,024 △0.1 △29 ― △27 ― △45 ― △4,560.14

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等」「4.その他」をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等」「4.その他」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  11,480株 20年3月期  11,480株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,601株 20年3月期  1,401株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  9,979株 20年3月期第3四半期  11,320株

※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、3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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した深刻な金融システム危機

は米・欧を中心として急速に発展し、実態経済に世界的な混乱をきたした結果、製造業をはじめとした企業収益環境

は一時停滞し、一気に下降局面に入り、生産調整・減産及び雇用の縮小が行われ、景気が大幅に悪化する状況に至り

ました。 

 情報サービス産業におきましても、経済状況が悪化する中、企業ユーザはIT関連の設備投資に対する支出を抑止す

る傾向となり、中断、凍結又は延期する企業が増加するなど、厳しい状況となっております。 

 当社といたしましても、めまぐるしく変化する市場環境に柔軟かつ迅速に対応し、自社製品に新しい機能を拡充

し、また、更なる拡販のため提携先企業を増やすなど、研究開発と販売力強化に邁進してまいりました。しかしなが

ら、当社の顧客企業によるIT関連設備投資の中断、凍結又は延期する動きを抑えられず、加えて製造メーカによる生

産調整のため発注数が減少するなど厳しい状況が続きました。 

 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の受託開発が増加するなど開

発売上が堅調に推移するとともに、大型インクジェットプリンタ装置については、リピートオーダや新規開発を受注

するなど、新規事業も堅調に推移しました。しかしながら、メーカの生産調整により、利益率の高いライセンス販売

やロイヤリティ収入は減少いたしました。 

 セキュリティ事業におきましては、セキュアプリントソリューション（製品名：SPS）を市場のニーズにあわせる

ため、トナーセーブによるプリント出力費用削減（最大75％OFF）やCO2削減を可能にした新たな付加機能を開発しま

した。これはセキュリティ機能に加え、景気後退期においては企業の課題であるコスト削減を可能にするとあって、

企業ユーザから引合いが多くなりました。また、大手SI会社やプリンタメーカ子会社との共同販売に合意するなど、

販売力の強化に努めたため、SPSの受注実績を積み上げることができました。しかしながら、自動車産業を中心とし

た製造業や証券業等の顧客企業による設備投資計画の中断により、年初より導入が決まっていた案件が延期されるな

ど厳しい状況となりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は699,140千円（前年同期比8.8％増）と伸張しましたが、SPS

等の研究開発費63,383千円を計上したこと等により、経常損失は51,748千円となり、投資有価証券評価損10,385千円

を特別損失に計上したこと及び繰延税金資産を取崩したこと等により、四半期純損失は59,145千円となりました。 

 なお、各事業における開発請負、システム販売については、ユーザの検収、予算の執行及び納期が下期、特に年度

末に集中しているため、当社の売上高及び利益は年度末に集中する傾向にあります。  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産に関する分析 

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。 

 （資産） 

 当第３四半期会計期間末の流動資産は704,284千円（前事業年度末比72,010千円減）となりました。これは主とし

て、売掛金が33,038千円、有価証券が30,000千円、仕掛品が35,784千円、前渡金が23,255千円それぞれ増加しまし

たが、それに伴い現金及び預金が支出され、加えて、ソフトウェアの取得、自己株式取得、配当金の支払等により

現金及び預金が減少したことによるものです。 

 固定資産は435,457千円（前事業年度末比3,008千円減）となりました。これは主として、保険積立金が、16,783

千円増加しましたが、繰延税金資産を取崩したことにより18,870千円、投資有価証券が評価損の計上により9,690千

円それぞれ減少したこと等によるものです。 

 この結果、資産合計は1,139,741千円（前事業年度末比75,018千円減）となりました。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の流動負債は184,367千円（前事業年度末比257千円増）となりました。これは主とし

て、買掛金が34,922千円減少しましたが、短期借入金が20,000千円、前受金が23,835千円それぞれ増加したこと等

によるものです。 

 固定負債は49,750千円（前事業年度末比6,180千円増）となりました。これは、役員退職慰労引当金が増加したこ

とによるものです。 

 この結果、負債合計は234,117千円（前事業年度末比6,437千円増）となりました。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は905,623千円（前事業年度末比81,456千円減）となりました。これは主と

して、四半期純損失を計上したこと等により繰越利益剰余金が69,224千円減少したことや自己株式の取得により

15,820千円減少したこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フロー 

 当第３四半期累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208,768千

円減少し、当第３四半期会計期間末残高は212,808千円となりました。 

また、当第３四半期累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３四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は102,131千円となりました。主な要因は、税引前四

半期純損失59,935千円を計上したことに加え、仕入債務の減少額34,922千円、棚卸資産の増加額34,141千円等による

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は90,328千円となりました。主な要因は、有価証券の

取得による支出30,000千円、無形固定資産の取得による支出33,805千円、保険積立金積立による支出17,905千円等に

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３四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は16,081千円となりました。これは、自己株式取得に

よる支出15,940千円、配当金の支払による支出10,140千円、短期借入による収入50,000千円、短期借入の返済による

支出30,000千円等によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました通期の業績予想及び期末の配当

予想を修正いたしました。本日（平成21年１月30日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」並

びに「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

 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。

日本テクノ･ラボ株式会社（3849）　平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－ 3 －



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

【簡便な会計処理】 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

    当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

     該当事項はありません。 

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】  

  
  
  

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年12月31日） 

棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げに関して収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行って

おります。 

固定資産の減価償却費の算 

定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用し

ており、事業年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による

原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主

として総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

 この変更に伴う損益に与える影響額は軽

微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 212,808 421,577

受取手形 8,037 32,085

売掛金 250,446 217,407

有価証券 30,000 －

商品 41,838 47,866

製品 23,782 19,396

仕掛品 49,331 13,546

前渡金 23,255 －

前払費用 20,755 15,931

繰延税金資産 20,073 244

未収還付法人税等 12,204 5,070

未収入金 9,500 －

その他 2,252 3,167

流動資産合計 704,284 776,294

固定資産   

有形固定資産   

建物 34,376 34,221

減価償却累計額 △18,889 △17,788

建物（純額） 15,486 16,433

車両運搬具 2,200 2,200

減価償却累計額 △2,128 △2,112

車両運搬具（純額） 71 88

工具、器具及び備品 41,623 42,210

減価償却累計額 △30,187 △31,055

工具、器具及び備品（純額） 11,436 11,155

土地 13,640 13,640

有形固定資産合計 40,634 41,316

無形固定資産   

のれん 3,142 4,000

特許権 4,310 3,876

商標権 1,058 1,085

電話加入権 1,569 1,569

ソフトウエア 75,897 66,902

無形固定資産合計 85,979 77,434

投資その他の資産   

投資有価証券 10,251 19,941

出資金 10 10

破産更生債権等 1,900 －
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

長期前払費用 242 －

繰延税金資産 908 19,779

差入保証金 53,808 54,102

保険積立金 235,913 219,130

その他 7,120 6,750

貸倒引当金 △1,312 －

投資その他の資産合計 308,843 319,713

固定資産合計 435,457 438,465

資産合計 1,139,741 1,214,760

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,325 120,247

短期借入金 20,000 －

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払金 3,817 5,299

未払費用 19,566 16,846

未払法人税等 503 1,809

前受金 50,689 26,853

預り金 4,320 2,846

その他 146 207

流動負債合計 184,367 184,109

固定負債   

役員退職慰労引当金 49,750 43,570

固定負債合計 49,750 43,570

負債合計 234,117 227,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,200 401,200

資本剰余金 395,700 395,700

利益剰余金 245,000 314,224

自己株式 △139,434 △123,614

株主資本合計 902,465 987,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △430

評価・換算差額等合計 － △430

新株予約権 3,157 －

純資産合計 905,623 987,080

負債純資産合計 1,139,741 1,214,760
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 699,140

売上原価 471,793

売上総利益 227,347

販売費及び一般管理費 281,550

営業損失（△） △54,203

営業外収益  

受取利息 496

有価証券利息 941

保険事務手数料 1,452

その他 313

営業外収益合計 3,203

営業外費用  

社債利息 6

支払利息 222

為替差損 335

その他 184

営業外費用合計 748

経常損失（△） △51,748

特別利益  

ゴルフ会員権売却益 2,750

特別利益合計 2,750

特別損失  

固定資産除却損 550

有価証券評価損 10,385

特別損失合計 10,936

税引前四半期純損失（△） △59,935

法人税、住民税及び事業税 463

法人税等調整額 △1,253

法人税等合計 △789

四半期純損失（△） △59,145
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 222,535

売上原価 164,008

売上総利益 58,526

販売費及び一般管理費 93,611

営業損失（△） △35,085

営業外収益  

受取利息 25

有価証券利息 466

保険事務手数料 717

その他 57

営業外収益合計 1,266

営業外費用  

支払利息 106

為替差損 319

その他 36

営業外費用合計 463

経常損失（△） △34,282

特別利益  

ゴルフ会員権売却益 2,750

特別利益合計 2,750

特別損失  

固定資産除却損 254

投資有価証券評価損 325

特別損失合計 579

税引前四半期純損失（△） △32,112

法人税、住民税及び事業税 157

法人税等調整額 7,487

法人税等合計 7,645

四半期純損失（△） △39,757
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △59,935

減価償却費 28,586

のれん償却額 857

固定資産除却損 550

有価証券評価損益（△は益） 10,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,312

有価証券利息 △941

受取利息 △496

支払利息 228

売上債権の増減額（△は増加） △8,990

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,141

仕入債務の増減額（△は減少） △34,922

前受金の増減額（△は減少） 23,835

未払金の増減額（△は減少） △593

前渡金の増減額（△は増加） △23,255

その他 △2,894

小計 △94,233

利息及び配当金の受取額 990

利息の支払額 △235

法人税等の還付額 4,166

法人税等の支払額 △12,819

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,131

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △30,000

有形固定資産の取得による支出 △4,938

有形固定資産の売却による収入 1,653

無形固定資産の取得による支出 △33,805

投資有価証券の売却による収入 12

保険積立金の積立による支出 △17,905

保険積立金の解約による収入 1,851

敷金及び保証金の差入による支出 △306

敷金及び保証金の回収による収入 229

投資その他の資産の増減額（△は増加） △7,120

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,328
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 50,000

短期借入金の返済による支出 △30,000

社債の償還による支出 △10,000

自己株式の取得による支出 △15,940

配当金の支払額 △10,140

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,081

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208,768

現金及び現金同等物の期首残高 421,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 212,808
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

(６）事業部門別売上高 

①受注残高  

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

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

②販売実績 

 当第３四半期累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。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

 ２．前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

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 501,566 91.2 285,278 108.2

ファイルストレージソリューション事業 50,593 49.9 480 0.9

セキュリティ事業 194,174 154.9 77,630 153.5

受託開発事業 35,250 120.4 12,600 176.2

カスタマーソリューション事業 19,382 45.0 30,169 110.0

合計 800,965 94.3 406,157 100.9

事業部門別 

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

前年同期比
（％） 

金額（千円） 

製品 商品 受託開発 保守 合計 

プリントサーバ事業 70,736 － 346,391 － 417,128 100.8 

ファイルストレージソリューショ

ン事業 
13,618 47,440 － － 61,059 99.3 

セキュリティ事業 53,964 95,834 7,105 － 156,904 173.2 

受託開発事業 － － 32,700 － 32,700 71.5 

カスタマーソリューション事業 － － － 31,347 31,347 100.2 

合計 138,320 143,275 386,196 31,347 699,140 108.8 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   642,872 100.0 

Ⅱ 売上原価   401,603 62.5 

売上総利益   241,269 37.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   254,028 39.5 

営業損失（△）   △12,758 △2.0 

Ⅳ 営業外収益   37,064 5.8 

Ⅴ 営業外費用   12,553 2.0 

経常利益   11,752 1.8 

Ⅶ 特別損失   6,060 0.9 

税引前四半期純利益   5,691 0.9 

法人税、住民税及び事業税 2,086     

法人税等調整額 △1,009 1,076 0.2 

四半期純利益   4,615 0.7 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日)

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益 5,691 

減価償却費 19,470 

のれん償却額 857 

固定資産除却損 341 

投資有価証券評価損  5,718 

匿名組合投資利益 △33,884 

株式交付費  11,263 

役員退職慰労引当金の増減額 7,660 

有価証券利息 △709 

受取利息 △867 

社債利息 46 

売上債権の増減額（△は増加） 132,500 

棚卸資産の増減額（△は増加） △34,147 

前渡金の増減額（△は増加） 3,585 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,121 

前受金の増減額 42,522 

未払金の増減額（△は減少） △24,955 

その他 △3,069 

小計 136,144 

利息及び配当金の受取額 1,425 

利息の支払額 △68 

法人税等の支払額 △81,719 

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,782 
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前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日)

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 83,095 

有形固定資産の取得による支出 △6,007 

無形固定資産の取得による支出 △53,440 

匿名組合出資の返還による収入  41,542 

短期貸付による支出  △17,000 

保険積立金積立による支出 △17,052 

保険積立金解約による収入 3,285 

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,424 

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 △20,000 

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 △54,634 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △609 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 34,963 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 467,688 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）

残高 
502,651 
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