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平成 １８ 年 ８ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年4月21日 

会 社 名 ダイキサウンド株式会社         上場取引所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号 ３３５０                本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.daiki-sound.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 木村 裕治 
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役財務部長 

        氏    名 嵯峨 芳春    ＴＥＬ（０３）５７９１－１７６６ 

決算取締役会開催日  平成18年 4月21日     中間配当制度の有無  ○有 ・ 無 
中間配当支払開始日  平成―年―月―日     単元株制度採用の有無  有（１単元  株）・○無 
 
１．18年2月中間期の業績(平成17年9月1日～平成18年2月28日) 

(1)経営成績                   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円   ％  

3,070  （40.0） 

2,193  （ 2.5） 

百万円     ％  

△44  （ － ）

154 （26.4）

百万円    ％ 

△82  （ － ）

125 （ 2.3）

17年8月期 5,617      451      415      
 

 中間(当期)純利益 
1株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円    ％  

△126  （ － ） 

76  （19.2） 

円  銭  

△4,288.57     

6,346.59   

17年8月期 246       13,645.78    

(注)①期中平均株式数 18年2月中間期 29,607株   17年2月中間期 11,979株   17年8月期 18,076株 
②会計処理の方法の変更   有 ・ ○無 
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 配当状況 

 
1株当たり      

中間配当金     

1株当たり     

年間配当金    

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

円  銭   

0.00    

0.00    

円  銭  

―――――    

―――――    

17年8月期 ―――――     2,000   

 

（注）17年8月期配当金の内訳は普通配当1,500円、記念配当500円であります。 
 
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円  

5,464  

2,988  

百万円  

2,792  

1,442  

％   

51.1   

48.3   

円  銭  

84,875.07  

103,585.39  

17年8月期 3,792  1,613  42.5   57,917.88  

(注)①期末発行済株式数 18年2月中間期  32,902株  17年2月中間期  13,929株  17年8月期  27,858株 

②期末自己株式数  18年2月中間期    501株  17年2月中間期    ―株  17年8月期    ―株 
 
２．18年8月期の業績予想(平成17年9月1日～平成18年8月31日) 

1株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

6,400 

百万円

230

百万円

85

円  銭 

2,500.00  

円  銭

2,500.00 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）2,718円43銭 
※上記予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際
の業績は、今後様々なリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 



中間財務諸表等
①中間貸借対照表

（単位：千円、％）

注記
番号

構成比 構成比 構成比

Ⅰ

1 944,863 2,261,504 1,322,501

2 1,152,068 1,644,652 1,227,202

3 393,109 377,455 443,609

4 32,736 192,217 50,889

△1,527 △5,920 △3,038

2,521,250 84.4 4,469,909 81.8 3,041,163 80.2

Ⅱ

1 ※1 50,950 1.7 118,680 2.2 45,957 1.2

2 95,530 3.2 139,517 2.5 87,102 2.3

3

(1) 長期前払費用 - 356,928 361,658

(2) その他 324,197 385,831 263,348

貸倒引当金 △3,325 △6,093 △6,317

投資その他の資産合計 320,872 10.7 736,666 13.5 618,689 16.3

467,353 15.6 994,864 18.2 751,749 19.8

2,988,603 100.0 5,464,774 100.0 3,792,913 100.0

その他

投資その他の資産

固定資産合計

資産合計

貸倒引当金

有形固定資産

（資産の部）

現金及び預金

売掛金

たな卸資産

流動資産

前中間会計期間末
平成17年2月28日

前事業年度の
要約貸借対照表
平成17年8月31日

金額金額

当中間会計期間末
平成18年2月28日

金額区分

固定資産

無形固定資産

流動資産合計
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（単位：千円、％）

注記
番号

構成比 構成比 構成比

Ⅰ

1 824,587 1,301,831 1,150,481

2 191,400 661,182 467,200

3 80,600 183,800 80,600

4 5,662 - -

5 23,234 9,136 15,932

6 ※2 207,433 218,915 292,007

1,332,918 44.6 2,374,866 43.5 2,006,220 52.9

Ⅱ

1 208,300 290,100 168,000

2 4,543 7,248 5,217

212,843 7.1 297,348 5.4 173,217 4.6

1,545,762 51.7 2,672,214 48.9 2,179,437 57.5

Ⅰ 719,514 24.1 1,469,512 26.9 719,514 19.0

Ⅱ

322,275 1,072,277 322,275

322,275 10.8 1,072,277 19.6 322,275 8.5

Ⅲ

1 5,820 5,820 5,820

2 270,000 390,000 270,000

3
125,230 △6,821 295,866

401,050 13.4 388,998 7.1 571,686 15.1

Ⅳ - - △138,229 △2.5 - -

1,442,840 48.3 2,792,559 51.1 1,613,476 42.5

2,988,603 100.0 5,464,774 100.0 3,792,913 100.0

自己株式

負債及び資本合計

資本剰余金

利益剰余金

資本合計

資本金

長期借入金

退職給付引当金

固定負債合計

前事業年度の
要約貸借対照表
平成17年8月31日

金額 金額金額

当中間会計期間末
平成18年2月28日

前中間会計期間末
平成17年2月28日

流動負債合計

返品調整引当金

資本剰余金合計

その他

負債合計

（資本の部）

固定負債

区分

資本準備金

（負債の部）

流動負債

買掛金

短期借入金

賞与引当金

一年内返済予定長期借入金

利益準備金

任意積立金
中間（当期）未処分利益
又は中間未処理損失

利益剰余金合計
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②中間損益計算書
（単位：千円、％）

注記
番号

百分比 百分比 百分比

Ⅰ 売上高 2,193,575 100.0 3,070,204 100.0 5,617,881 100.0

Ⅱ 売上原価 1,620,168 73.9 2,475,328 80.6 4,210,103 74.9

573,407 26.1 594,876 19.4 1,407,777 25.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 418,534 19.1 639,778 20.8 956,121 17.0

154,873 7.1 △44,901 △1.4 451,656 8.1

Ⅳ 営業外収益 ※2 3,390 0.1 3,041 0.1 6,447 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※3 33,258 1.5 41,094 1.4 42,524 0.8

125,004 5.7 △82,954 △2.7 415,578 7.4

Ⅵ ※4 - - 106,024 3.4 - -

125,004 5.7 △188,978 △6.1 415,578 7.4

36,000 1,890 160,000

12,978 48,978 2.2 △63,897 △62,007 △2.0 8,917 168,917 3.0

76,025 3.5 △126,971 △4.1 246,661 4.4

49,205 120,150 49,205

125,230 △6,821 295,866

税引前中間（当期）
純利益又は中間純損失(△)

前中間会計期間
自　平成16年9月 1日
至　平成17年2月28日

前事業年度の
要約損益計算書

自　平成16年9月 1日
至　平成17年8月31日

金額区分 金額

特別損失

法人税等調整額

当中間会計期間
自　平成17年9月 1日
至　平成18年2月28日

金額

売上総利益

営業利益又は営業損失(△)

中間（当期）純利益又は
中間純損失(△)

前期繰越利益
中間（当期）未処分利益
又は中間未処理損失(△)

法人税、住民税及び事業税

経常利益又は経常損失(△)
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  

項目 
前中間会計期間 

自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前事業年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

１ 有価証券の評価基準 
及び評価方法 

(1) 子会社株式 
移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株
式 

同左 

(1) 子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
 (2) 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 

(2) その他有価証券 
時価のないもの 

同左 

― 

２ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

(1) 商品 
移動平均法による原価法 

(1) 商品 
同左 

(1) 商品 
同左 

 (2) 貯蔵品 
最終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 
同左 

(2) 貯蔵品 
同左 

３ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産 
定率法によっております。
なお耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規
定する方法と同一の基準に
よっております。ただし、器
具及び備品に含まれている
貸与資産については定額法
によっております。 

(1) 有形固定資産 
同左 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
定額法によっております。
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)による定
額法によっております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
均等償却によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 
同左 

(3) 長期前払費用 
同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
債権の貸倒による損失に

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 

(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

給に充てるため、支給見込額
に基づき当中間会計期間に
見合う額を計上しておりま
す。 

― ― 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ
る退職給付債務の見込み額
に基づき、当中間会計期間末
に発生していると認められ
る額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 
同左 

(2) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務の見込み
額に基づき、当事業年度末
に発生していると認められ
る額を計上しております。

 (4) 返品調整引当金 
レコード等の返品による

損失に備えるため、返品予想
額に基づく返品損失見積額
を計上しております。 

(3) 返品調整引当金 
同左 

(3) 返品調整引当金 
同左 

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 
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項目 
前中間会計期間 

自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前事業年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

６ ヘッジ会計の方法 ― (1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてお
りますので、特例処理を採用
しております。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） 
金利スワップ 

（ヘッジ対象） 
借入金の利息 

(3) ヘッジ方法 
借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ
取引を行なっており、ヘッジ
対象の識別は個別契約毎に行
なっております。 
(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引は、特例
処理によっているため有効
性評価を省略しております。

― 

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。

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

 

表示情報の変更 
前中間会計期間 

自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

― (貸借対照表) 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「長期前払費用」に

ついては（前中間会計期間69,722千円）については、

資産総額の100分の5超となったため、当中間会計期間

より区分掲記しております。 

 

追加情報 
前中間会計期間 

自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前事業年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

― ―  従来、従業員に対する賞与の支給に充
てるため、支給見込額に基づき事業年度
に見合う額を計上しておりましたが、平
成17年8月25日付けの給与・退職金規程の
改定により平成17年9月1日より年俸制へ
全面移行したため、賞与引当金を計上し
ておりません。 
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注記事項 
(貸借対照表関係)  

前中間会計期間末 
平成17年2月28日 

当中間会計期間末 
平成18年2月28日 

前事業年度末 
平成17年8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 

41,037 千円              64,710 千円              47,888 千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２ 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「その他」に
含めて表示しております。 

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。 

― 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達
を行うため取引銀行５行と当座貸
越契約を締結しております。 

当中間会計期間末における当座
貸越契約に係る借入金未実行残高
は次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４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。 
当中間会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメント
に係る借入金未実行残高は次のと
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５行と当座貸
越契約を締結しております。 
当事業年度末における当座貸越

契約に係る借入金未実行残高は次
のとおりであります。 

 当座貸越極度額の総額 2,100,000 千円  当座貸越極度額の総額 1,100,000 千円 当座貸越極度額の総額 2,100,000 千円
 貸出実行残高     150,000   貸出実行残高    313,000 貸出実行残高      450,000
 差引額        1,950,000   差引額       787,000 差引額        1,650,000  

      
    貸出コミットメントの総額 1,000,000  
    貸出実行残高 300,000  
    差引額 700,000  

４      ― ４ 当中期間中の発行済株式数の増
加内訳 
第１回無担保転換社債型新株予

約権の転換による新株式の発行 

４      ― 

     (1)発行株式数 5,545.68 株   
     (2)発行価格 270,480 円   
     (3)資本組入額 135,240 円   
     (4)資本組入額の総額 749,997 千円   

 
（損益計算書） 

前中間会計期間 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前事業年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳
 物流費 110,771 千円  物流費  164,376 千円 物流費 279,913 千円
 給与手当 90,492   給与手当  149,695 給与手当 191,241
 賞与引当金繰入額 6,606   退職給付費用 3,431 減価償却費 48,106
 減価償却費 10,986   減価償却費 59,370 貸倒引当金繰入額 4,290

※２ 営業外収益のうち重要なもの ※２ 営業外収益のうち重要なもの ※２ 営業外収益のうち重要なもの 
 受取利息 48 千円  受取利息     33 千円 受取利息     310 千円
 業務受託料 3,000   業務受託料   3,000 業務受託料   6,000

※３ 営業外費用のうち重要なもの ※３ 営業外費用のうち重要なもの ※３ 営業外費用のうち重要なもの 
 支払利息 4,840 千円  支払利息   6,825 千円 支払利息   10,044 千円
 新株発行費 11,469   新株発行費   8,579 新株発行費   15,530
 上場関連費用 16,929   社債発行費   18,908 上場関連費用   16,929
     ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ手数料 5,802   

※４       ― ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４       ― 
     たな卸資産評価損 106,024 千円   

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 6,732 千円  有形固定資産 16,821 千円 有形固定資産 13,584 千円
 無形固定資産 16,446   無形固定資産  21,216 無形固定資産 33,107

 
リース取引 
 半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
 
有価証券 
前中間会計期間末(平成17年2月28日) 
子会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当中間会計期間末(平成18年2月28日) 
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。 

 
前事業年度末(平成17年8月31日) 
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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重要な後発事象 
前中間会計期間 

自 平成16年9月 1日 
至 平成17年2月28日 

当中間会計期間 
自 平成17年9月 1日 
至 平成18年2月28日 

前事業年度 
自 平成16年9月 1日 
至 平成17年8月31日 

1. 当社は、平成17年2月7日開催の取
締役会において株式分割（無償交付）
による新株式の発行を行う旨の決議を
しております。 
当該株式分割の内容は、次のとおりで
あります。 
１ 平成17年4月20日付をもって普
通株式1株を2株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 
普通株式   13,929株 

(2) 分割方法 
平成17年2月28日現在の株主名簿
に記載された株主の所有株式数を
1株につき2株の割合をもって分割
します。 

２ 配当起算日 
平成17年3月1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定
した場合の前中間会計期間および前事業
年度における1株当たり情報および当期首
に行われたと仮定した場合の当中間会計
期間における1株当たり情報は、それぞれ
以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
1株当たり純資産額 

40,517円65銭 
1株当たり中間純利益 

2,565円07銭 
 潜在株式調整後1株当たり中間純利
益については、第2期に旧商法280条の
19第1項の規定に基づく新株引受権（ス
トックオプション）の付与を行ってお
りますが、当社は非上場であり、かつ
店頭登録をしていないため期中平均株
価が把握できませんので記載しており
ません。 

 
当中間会計期間 

1株当たり純資産額 
51,792円69銭 

1株当たり中間純利益 
3,173円29銭 

 潜在株式調整後1株当たり中間純利
益については、潜在株式がないため記
載しておりません。 

 
前事業年度 

1株当たり純資産額 
44,053円29銭 

1株当たり中間純利益 
6,100円70銭 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利
益については、第2期に旧商法280条の
19第1項の規定に基づく新株引受権（ス
トックオプション）の付与を行ってお
りますが、当社は非上場であり、かつ
店頭登録をしていないため期中平均株
価が把握できませんので記載しており
ません。  

― 1. 平成17年8月22日開催の取締役会にお
いて、商法211条ノ3第1項第2号の規定に基
づき、自己株式の買付を行うことを決議し
ております。 
(1) 買付する株式の種類   

普通株式 
(2) 買付する株式の総数       

1,000株（上限） 
(3) 株式の買付価額の総額 

250,000千円（上限）
(4) 自己株式買付の日程  

平成17年8月22日～
平成17年9月20日 

なお、当該取締役会決議に基づく買付
は、平成17年9月1日から行われており、
買付状況は以下のとおりであります。 

(1) 取得株式数   500株 
(2) 買付総数    137,707千円 
  

 

その他 

該当事項はありません。 

 




