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平成 19 年  7 月期  個別中間財務諸表の概要          平成 19 年３月９日 

上 場 会 社 名        株式会社 大和コンピユーター       上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ３８１６                                本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.daiwa-computer.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   

氏 名 中村憲司 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営企画本部長 

  氏 名 林  正              ＴＥＬ (０７２)６７６－２２２１ 
決算取締役会開催日 平成 19 年３月９日            
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)   
１． 19 年１月中間期の業績(平成 18 年８月１日～平成 19 年１月 31 日) 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨て） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
19 年１月中間期 
18 年１月中間期 

        974 （8.4） 
         899 （ - ） 

         217  （31.8）
         165   （ - ）

      217  （24.0）
       175  （ - ）

18 年７月期   1,942 （6.0）    331   （4.8）       342   （6.4）
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％                      円   銭

19 年１月中間期 
18 年１月中間期 

         134  （32.4） 
         101   （ - ） 

               158    12 
          528  43 

18 年７月期     185    （1.1）           351  71 

 
 

 (注)①期中平均株式数 19 年１月中間期 849,730 株 18 年１月中間期 192,000 株 18 年７月期 527,738 株 
②会計処理の方法の変更   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 
④18 年１月中間期より中間決算の開示を行っているため、18 年１月中間期の対前年中間期の増減率は記載しており 

ません。 

(2)財政状態                                 （百万円未満切捨て） 
 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１月中間期 
18 年１月中間期 

3,066 
2,644 

1,744 
1,037 

55.6 
39.2 

       1,964  13 
       5,402   28 

18 年７月期 2,779 1,328 47.8        1,730  29 
(注)①期末発行済株式 19 年１月中間期 888,000 株 18 年１月中間期 192,000 株 18 年７月期 768,000 株    

②期末自己株式数 19 年１月中間期     －株 18 年１月中間期       －株 18 年７月期     －株 
２．19 年７月期の業績予想(平年 18 年８月１日～平成 19 年７月 31 日) （百万円未満切捨て） 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 2,006 324 178 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 205 円 36 銭（公募株式数 120,000 株を考慮した予想期中平均株式 
数により算出しております。） 

３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 
18 年７月期 ― ― ― 12.5 ― 12.5 

19 年７月期（実績） ― ― ― ― ― 
19 年７月期（予想） ― ― ― 20.0 ― 

20.0 

(注)19 年７月期末配当金の内訳  普通配当 15 円  上場記念配当  5 円  
 
（注）上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項については、平

成 19 年７月期中間決算短信（連結）の添付資料８ページをご参照ください。 



６.中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年７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  570,084 1,060,016 607,125 

２．売掛金  248,194 148,534 276,662 

３．たな卸資産  38,937 88,220 65,812 

４．その他  86,061 37,021 86,420 

貸倒引当金  △1,461 △850 △1,510 

流動資産合計   941,817 35.6 1,332,942 43.5  1,034,510 37.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※1,2 664,191 650,385 664,690 

(2) 土地 ※２ 807,142 844,476 844,476 

(3) その他 ※１ 15,626 19,954 18,719 

有形固定資産合

計 
 1,486,960 1,514,816 1,527,886 

２．無形固定資産  7,702 8,476 8,473 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  109,356 95,667 107,077 

(2) 関係会社株式  30,000 35,609 35,609 

(3) その他  68,372 78,824 66,431 

投資その他の資

産合計 
 207,729 210,101 209,118 

固定資産合計   1,702,392 64.4 1,733,394 56.5  1,745,479 62.8

資産合計   2,644,210 100.0 3,066,336 100.0  2,779,989 100.0

    

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年７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  94 599 1,059 

２．一年内に返済予定

の長期借入金 
※２ 162,576 155,328 155,328 

３．一年内に償還予定

の社債 
 40,000 40,000 40,000 

４．未払法人税等  77,368 123,453 96,225 

５．賞与引当金  31,938 34,332 35,473 

６．プログラム保証引

当金 
 4,390 2,427 2,434 

７．その他 ※３ 119,059 135,556 185,514 

流動負債合計   435,426 16.5 491,696 16.0  516,034 18.6

Ⅱ 固定負債    

１．社債  80,000 40,000 80,000 

２．長期借入金 ※２ 968,936 645,538 723,202 

３．退職給付引当金  44,573 47,525 46,907 

４．役員退職慰労引当

金 
 78,035 97,422 84,986 

固定負債合計   1,171,544 44.3 830,485  27.1  935,096 33.6

負債合計   1,606,971 60.8 1,322,182 43.1  1,451,130 52.2

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   96,000 3.6 － －  － －

Ⅱ 利益剰余金    

１．利益準備金  3,640 － － 

２．任意積立金  704,988 － － 

３．中間（当期）未処

分利益 
 165,364 － － 

利益剰余金合計   873,992 33.1 － －  － －

Ⅲ その他有価証券評価

差額金 
  67,245 2.5 － －  － －

資本合計   1,037,238 39.2 － －  － －

負債資本合計   2,644,210 100.0 － －  － －

    

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年７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

（％）

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 357,840 11.7  201,600 7.3

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 262,896 106,656 

資本剰余金合計   － － 262,896 8.6  106,656 3.8

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 3,640 3,640 

(2)その他利益剰余

金 
   

特別償却準備金 － 3,910 3,910 

別途積立金 － 800,000 800,000 

繰越利益剰余金  － 275,350 150,594 

利益剰余金合計   － － 1,082,900 35.3  958,144 34.5

株主資本合計  － － 1,703,636 55.6  1,266,400 45.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評

価差額金 
 － － 40,518 1.3  62,458 2.2

評価・換算差額等

合計 
 － － 40,518 1.3  62,458 2.2

純資産合計   － － 1,744,154 56.9  1,328,859 47.8

負債純資産合計   － － 3,066,336 100.0  2,779,989 100.0

    

－  － 
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(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年８月１日 

  至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年８月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７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   899,427 100.0 974,607 100.0  1,942,337 100.0

Ⅱ 売上原価   593,719 66.0 596,803 61.2  1,306,223 67.3

売上総利益   305,708 34.0 377,804 38.8  636,113 32.7

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  140,633 15.6 160,316 16.5  304,945 15.7

営業利益   165,074 18.4 217,487 22.3  331,168 17.0

Ⅳ 営業外収益 ※２  21,709 2.4 27,127 2.8  37,546 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※３  10,968 1.3 26,644 2.7  26,245 1.3

経常利益   175,815 19.5 217,969 22.4  342,469 17.6

Ⅵ 特別利益 ※４  - - 27,394 2.8  - -

Ⅶ 特別損失 ※５  - - － -  2,323 0.1

税引前中間（当

期）純利益 
  175,815 19.5 245,364 25.2  340,145 17.5

法人税、住民税

及び事業税 
 77,000 119,200 162,600 

法人税等調整額  △2,642 74,357 8.2 △8,191 111,008 11.4 △8,064 154,535 7.9

中間（当期）純

利益 
  101,458 11.3 134,355 13.8  185,610 9.6

前期繰越利益   63,906 －  －

中間（当期）未

処分利益 
  165,364 －  －

    

 

－  － 
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１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 
特別償却

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７月31日残高    

（千円） 
 201,600   106,656   106,656 3,640 3,910 800,000   150,594 958,144   1,266,400

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 156,240 156,240 156,240   312,480

剰余金の配当      △9,600    △9,600    △9,600

中間純利益   134,355 134,355 134,355

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） 
156,240 156,240 156,240         ―         ―         ― 124,755 124,755 437,235

平成19年１月31日残高    

（千円） 
357,840 262,896 262,896 3,640 3,910 800,000 275,350 1,082,900 1,703,636

 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券
評価差金 

評価･ 
換算 

純資産 

差額等

合計 

平成18年７月31日残高 
（千円） 

62,458 62,458 1,328,859

中間会計期間中の変動額  

新株の発行  312,480

剰余金の配当  △9,600

中間純利益  134,355

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

△21,939 △21,939 △21,939

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△21,939 △21,939 415,295

平成19年１月31日残高 
（千円） 

40,518 40,518 1,774,154

－  － 
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前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７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 特別償却

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17年７月31日残高 
（千円） 

96,000 － － 3,160 3,040 500,000 271,133 777,334 873,334

事業年度中の変動額     

新株の発行 105,600 106,656 106,656   212,256

利益準備金の積立て   480 △480  －

特別償却準備金の繰入れ   2,549 △2,549  －

特別償却準備金の取崩し   △1,679 1,679  －

別途積立金の積立て   300,000 △300,000  －

剰余金の配当   △4,800 △4,800 △4,800

当期純利益   185,610 185,610 185,610

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） 

105,600 106,656 106,656 480 869 300,000 △120,539 180,810 393,066

平成18年７月31日残高 
（千円） 

201,600 106,656 106,656 3,640 3,910 800,000 150,594 958,144 1,266,400

          
 

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

新株予約権 純資産合計

平成17年７月31日残高 
（千円） 

44,593 44,593 1,056 918,983

事業年度中の変動額  

新株の発行  △1,056 211,200

利益準備金の積立て  －

特別償却準備金の繰入れ  －

特別償却準備金の取崩し  －

別途積立金の積立て  －

剰余金の配当  △4,800

当期純利益  185,610

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) 

17,865 17,865 － 17,865

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

17,865 17,865 △1,056 409,875

平成18年７月31日残高 
（千円） 

62,458 62,458 － 1,328,859

 

－  － 
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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17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日）

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

１．資産の評価基準

及び評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法

によっております。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定）によっておりま

す。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

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）によっておりま

す。 

  時価のないもの 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株

式 

  同左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期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）に

よっております。 

 

 時価のないもの 

同左 

  

 (2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法に

よっております。 

(2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価

償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物  ５～50年 

(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 

定額法を採用しておりま

す。なお、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）に基づいてお

ります。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 

－  － 

 

43



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日）

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金        

売上債権等の貸倒れによる

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      

従業員に対して支給する賞

与にあてるため､支給見込額

に基づき計上しておりま

す。 

  (2) 賞与引当金  

   同左 

 (2) 賞与引当金  

   同左 

 (3) プログラム保証引当金 

販売済ソフトウェア製品の

保証期間中における補修費

にあてるため、売上高に対

応した補修費を過去の実績

に基づいて計上しておりま

す。 

 (3) プログラム保証引当金    (3) プログラム保証引当金   

   同左    同左 

 (4) 退職給付引当金      

従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末に

おける退職給付債務の見込

額に基づき計上しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金      

同左 

(4) 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額に

基づき計上しております。

 (5) 役員退職慰労引当金     

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、会社内規に基

づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金     

同左 

(5) 役員退職慰労引当金    

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、会社内規に基

づく期末要支給額を計上し

ております。 

４．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 

 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 

 消費税等の会計処理 

   同左 
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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の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。なお、これによ

る損益への影響はありません。 

―――――――― 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。なお、これによる

損益への影響はありません。 

―――――――― （貸借対照表「純資産の部」の表示） 

  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。 

  従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,774,154千円であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改正

により、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、

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「純資産の部」の表示）

  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。 

  従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,328,859千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正によ

り、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、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

―――――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当中間会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第１号）を適用しており

ます。これによる損益への影響はあり

ません。 

―――――――― 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

――――――――  当社は、前事業年度下期から資本金

が１億円超になり外形標準課税制度が

適用となったことに伴い、「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

  この結果、販売費及び一般管理費が

3,500千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益が同額減少して

おります。 

 当社は、当事業年度から資本金が１

億円超になり外形標準課税制度が適用

となったことに伴い、「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

  この結果、販売費及び一般管理費が

5,500千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益が同額減少して

おります。 

―――――――― ―――――――― 平成18年９月28日付一般公募による

新株の発行は、引受証券会社が引受価

額で引受を行い、これを引受価額と異

なる発行価格で一般投資家に販売する

買取引受契約（以下「スプレッド方

式」という。）によっております。 

  スプレッド方式では発行価格と引受

価額との差額が、引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料となることから

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。当該新株発行

に際しての発行価格と引受価額との差

額は、23,520千円であり、引受証券会

社が発行を行い、同一の発行価格で一

般投資家に販売する買取引受契約（従

来方式）によった場合に比べ、株式交

付費が23,520千円少なく計上され、ま

た経常利益及び税引前中間純利益は同

額多く計上されております。 
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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１月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前事業年度末 
（平成18年７月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は328,184千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は366,777千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は346,822千円であります。

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務 

   担保に供されている資産 

建物 651,061千円 

土地 807,123千円 

 計 1,458,185千円 

 

  対応する債務 

一年内に返

済予定の長

期借入金 

 

108,504千円 

長期借入金 893,748千円 

 計 1,002,252千円 
 

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務 

   担保に供されている資産 

建物 630,749千円 

土地 807,123千円

 計 1,437,873千円

 

  対応する債務 

一年内に返

済予定の長

期借入金 

135,336千円 

長期借入金 627,172千円 

 計 762,508千円 
 

※２ 担保に供されている資産及び

これに対応する債務 

   担保に供されている資産 

建物 646,234千円 

土地 807,123千円

 計 1,453,358千円

 

  対応する債務 

一年内に返

済予定の長

期借入金 

135,336千円

長期借入金 694,840千円

 計 830,176千円
 

※３ 消費税等の表示 

 消費税等につきましては、仮払消

費税等と仮受消費税等を相殺のう

え、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※３ 消費税等の表示 

  同左 

※３    ―――――――― 

    

 

－  － 

 

47



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 22,880千円 

   無形固定資産 941千円 

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 19,954千円

   無形固定資産  1,096千円

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 44,924千円

   無形固定資産 1,920千円

※２ 営業外収益のうち主要項目 

    受取利息 3,807千円 

    受取家賃 5,993千円 

      

※２ 営業外収益のうち主要項目 

    受取利息 4,347千円

    受取家賃   5,203千円

                  

※２ 営業外収益のうち主要項目 

    受取利息 7,915千円

    受取家賃 11,787千円

    

※３ 営業外費用のうち主要項目 

    支払利息 10,078千円 

    社債利息 813千円 

※３ 営業外費用のうち主要項目 

    支払利息       7,759千円

    社債利息         555千円

公開関連費用  17,070千円

※３ 営業外費用のうち主要項目 

    支払利息      20,028千円

    社債利息       1,577千円

公開関連費用   3,500千円

※４ ――――――――――― 

      

※４ 特別利益のうち主要項目 

    貸倒引当金戻入益 660千円

    投資有価証券償還益 

           26,734千円

※４ ――――――――――― 

※５ ――――――――――― ※５ ――――――――――― 

 

※５ 特別損失のうち主要項目 

    投資有価証券売却損 

            409千円

    賃貸借契約解約損 

1,841千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 
 
  該当事項はありません。 
 
 
前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 
 

   該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 
 
  該当事項はありません。 
 
 
当中間会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 
 
  該当事項はありません。 
 
 
前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 
 

   該当事項はありません。 

 

    

（有価証券関係） 

前中間会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１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。 
 
 

当中間会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１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。 
 
 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７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。 
 

    
    

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 

    至 平成18年７月31日） 

 

１株当たり純資産額 5,402円28銭 

１株当たり中間純利  
益金額 

528円43銭 

  

 

１株当たり純資産額   1,964円14銭 

１株当たり中間純利 
益金額 

158円12銭 

  

 

１株当たり純資産額   1,730円29銭 

１株当たり当期純利 
益金額 

351円71銭 

  
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、新株引受権

の残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いので記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、以下のとおりとな

ります。 

１株当たり中間純利 

益金額 
157円30銭 

 

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、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いので記載しておりません。 

また、当社は平成18年６月27日付で

株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

当該株式分割が前期首で行われたと

仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 2,390円44銭 

１株当たり当期純利 
益金額 

477円93銭 
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（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
 至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日）

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
   

中間（当期）純利益  

（千円） 
101,458 134,355 185,610 

普通株主に帰属しない金

額（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役

員賞与金） 
（－） （－） （－） 

普通株式に係る中間  

（当期）純利益（千円）
101,458 134,355 185,610 

期中平均株式数（千株） 192 849 527 

    

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整

額（千円） 
－ － － 

普通株式増加数（千株） － 4 － 

希薄化効果を有しないため

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 平成13年８月１日臨時株

主総会決議による第１回新

株引受権付無担保社債。 

新株引受権１種類（新株引 

受権の目的となる株式の数 

192,000株）。 

――――――――  平成18年３月24日開催の

臨時株主総会による新株予

約権の付与。      

新株予約権１種類（新株予

約権の目的となる株式の数

50,000株）。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

１．新株引受権の行使 

 平成18年３月17日付で第１回無担

保社債（新株引受権付）の新株引受

権が行使されました。その概要は次

のとおりであります。 
 

発行した株式の種類

及び数 普通株式 192,000株 

発行価額 1,100円 

発行総額 211,200千円 

発行総額のうち資本

へ組み入れる額 

105,600千円 

  
２．新株予約権の付与（ストック・オ

プション） 

 平成18年３月24日開催の臨時株主

総会において、次のように当社取締

役、監査役及び従業員に特に有利な

条件をもって商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づき新株予

約権の付与（ストック・オプショ

ン）を決議しました。 

１ 発行株式数 普通株式 25,000株 

２ 発行価格  １株につき 3,500円 

３ 発行総額  87,500千円 

４ 付与対象者 当社取締役２名、 

当社監査役２名及び

当社従業員130名 

５ 新株予約権行使期間 

平成20年３月25日から平成28年

３月24日まで 

３．株式分割 

 平成18年６月３日開催の取締役会

において株式分割による新株式の発

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以下のとお

りであります。 

(1）平成18年６月27日付をもって平

成18年６月26日最終の株主名簿

に記載または記録された株主の

所有株式数を１株につき２株の

割合をもって分割する。 

(2) 分割により増加する株式数： 

普通株式384,000株 

(3) 配当起算日：平成17年８月１日 

――――――――  当社は平成18年９月29日に㈱ジャス

ダック証券取引所に株式を上場いたし

ました。 

 

株式上場に当たり、平成18年８月25

日及び平成18年９月７日開催の取締役

会決議により下記の通り新株式を発行

し、平成18年９月28日に払込が完了い

たしました。 

 この結果、平成18年９月28日付で 

資本金は、357,840千円、発行済株式 

総数は、888,000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120,000株 

③ 発行価格 ：１株につき2,800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2,604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1,870円 

(資本組入額1,302円) 

⑥ 発行価額

の総額 

：224,400千円 

⑦ 払込金額

の総額 

：312,480千円 

⑧ 資本組入

額の総額 

：156,240千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年９月28日 

⑩ 資金の使

途 

：パソコン等開発機器 

・セキュリティ強化 

のための改修及び通 

信機器等の設備資金、 

長期借入金の返済及 

び社債の償還資金等 
  

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

 当期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における（１株当たり情

報）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。 

  

 
当中間会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

１株当たり純資産額   2,701円14銭 

１株当たり中間純利益   264円21銭 
  

  

 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、新株引受権

の残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できな

いので記載しておりません。 

  

 

－  － 
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