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平成 19 年 7 月期    中間決算短信（連結）          平成 19 年３月９日 

上 場 会 社 名        株式会社 大和コンピューター       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 
米国会計基準採用の有無    無 
１． 19 年１月中間期の連結業績（平成 18 年８月 1日～平成 19 年１月 31 日） 
(1) 連結経営成績                              （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 

973  （8.0）
900 （ - ）

        223 （29.5）
172  （ - ）

 224   （22.4）
183   （ - ）

18 年 7 月期 1,944  （6.4）         346  （1.9） 358    （2.5）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

19 年 1 月中間期 
18 年 1 月中間期 

137  （28.8）
106  （  - ）

        161 35
           554 50

160 52
           －

18 年 7 月期 196 （△3.5）                  371 81        －

(注)①持分法投資損益    19 年１月中間期  －百万円  18 年１月中間期  －百万円  18 年７月期  －百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 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 
    ③会計処理の方法の変更    無 
    ④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 
  ⑤18 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)連結財政状態                              （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 

   3,094 
   2,666 

   1,774 
   1,058 

   57.3 
39.7 

       1,998   23 
       5,514  34 

18 年 7 月期    2,805    1,356    48.3     1,765   77 
(注)期末発行済株式数（連結）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 

(3)連結キャッシュ･フローの状況                       （百万円未満切捨て） 

 
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

19 年 1 月中間期 
18 年 1 月中間期 

233 
△76 

23 
△16 

185 
70 

1,110 
608 

18 年 7 月期 68 △78 28 652 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数   ４社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   該当事項はありません。 
２．19 年 7月期の連結業績予想（平成 18 年８月 1日～平成 19 年 1 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 2,006 328 180 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 207 円 92 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。） 

 

 

（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。 



１．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成されており、ソフトウェア開発を主たる業務としてお

ります。 

当社の事業内容は、以下のとおりであります。 

(1)ソフトウェア開発関連 

 取引先（大手システムインテグレータ（注１））から請け負った受託開発業務を中心に、企業の基幹業務

システム開発、Ｗｅｂ関連システムの設計・開発を当社の最重要テーマである「高品質なよりよいソリュー

ションの提供」のもとで行っております。 

 流通業、製造業、運輸業、建設業、自治体等、業種・業態を問わずシステムの上流工程から下流工程（注

２）及びその後の保守メンテナンス業務までの広範囲に亘ってサービスを行っております。 

 

(2）その他 

① コンサルティング業務 

 ２名のＣＭＭＩ（注３）のリードアプレイザ（注４）を中心にプロセス改善・ＣＭＭＩ導入のコンサル

テーション及び公式の審査業務の実施を行っております。 

 また、ＳＥＩ（注５）公認のＣＭＭＩイントロコースの開催やＩＳＯ１４００１（注６）、ＩＳＯ９０

０１（注７）、ＣＭＭＩ、ＩＳＯ２７００１（注８）、プライバシーマーク等、当社が取り組んできた実

績を基にＣＭＭＩのコンサルティング業務を行っております。 

 

② システム販売 

 各メーカーのソフトウェアからハードウェアまで、最適な構成による迅速な顧客への提供を行っており

ます。 

 また、大手システムインテグレータの中核パッケージ製品をベースにした、製品販売とサポートサービ

スの提供を行っております。 

 

（注１）システムインテグレータ 

 ユーザーの業務内容を分析し、問題解決のための情報システムの企画、構築、運用などを一括し

て請け負う業者。システムの企画・立案からプログラムの開発、必要なハードウェア・ソフトウェ

アの選定・導入、完成したシステムの保守・管理まで総合的に行います。 

 

（注２）上流工程から下流工程 

 システム開発の工程は、要件定義－外部設計－内部設計－プログラム設計－プログラム開発－社

内テストとなりますが、そのうちの要件定義、外部設計の工程を上流工程、それ以降の内部設計、

プログラム設計、プログラム開発、社内テストを下流工程といいます。 

 

（注３）ＣＭＭＩ（Capability Maturity Model Integration） 

 1999年、米国カーネギーメロン大学ソフトウエア工学研究所が開発しましたソフトウェア開発プ

ロセスの能力成熟度を評価・判定するモデルです。 

 

（注４）リードアプレイザ 

 ＳＥＩ認定のＣＭＭＩの評定者です。 

 

（注５）ＳＥＩ（Software Engineering Institute） 

 米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所。 

 

（注６）ＩＳＯ１４００１ 

 1996年に発行され、2004年に改訂された環境マネジメントシステムに関わる国際標準です。 
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（注７）ＩＳＯ９００１ 

 1987年に制定され1994年、2000年に改訂された品質マネジメントシステムに関わる国際標準です。 

 

（注８）ＩＳＯ２７００１ 

 2005年に制定された情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格。企業が自身

の情報セキュリティを確保・維持するために、ルールに基づいたセキュリティレベルの設定やリス

クアセスメントの実施等を継続的に運用する仕組みです。 

 

    

［事業系統図］ 

    事業の系統図は、次のとおりであります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

開発委託 

納品

ｱｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ㈱

（大阪）※ 

ｱｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ㈱

（沖縄）※ 

i and com. Co.,Ltd.

（ﾍﾞﾄﾅﾑ）※

ｱｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ㈱

（東京）※

納品 納品

開発委託開発委託 

納品 

開発委託 

グループ会社 

 

取引先（大手システムインテグレータ） 

 

納品

販売

販売 

大和コンピューター 

 

（ソフトウェア開発関連・その他） 

 

ユーザー 

開発受託 

ソフトウェア及

びハードウェア

の仕入 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ

（協力会社） 

仕入先 

 

（注１）※印は、連結子会社。 

（注２）アイ・アンド・コム㈱（東京）は、休眠中であります。 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

《理念》 

 当社グループの理念の根幹は「和魂」にあります。和とは、個性を大切にし、個人の能力が組織

の中で最大限に発揮できる場を作り、個の力を連携しそれを組織の力としていく「和の精神」と考

え、大きな和の魂の実現を目指します。 

 そして、社員の能力開発と生活を豊かにすることに努め、会社の発展と社会の貢献を目指します。 

Ⅰ)ミッション 

顧客満足度の高いサービスを提供します。常にお客様の立場に立った「より良いソリューション」

を提供します。 

Ⅱ)ビジョン 

環境・品質・技術のバランスを考え、本質を追求した事業を行います。 

①「環境」：環境への配慮とは何か、その本質を追求し、地球環境保全に配慮した事業活動を推

進します。 

②「品質」：品質第一主義に徹した高品質なシステム開発を行い、お客様の信頼に応える事業活

動を推進します。 

③「技術」：時代のニーズに合う最適・最先端の技術を取り入れ、さらに、新たなるチャレンジ

に踏み出すため「半歩先」の技術を習得する努力を続け、お客様が安心できるサービスの提

供を目指し、事業活動を推進します。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、企業価値の向上とその水準の維持を図ることが株主への利益還元であり、経営の重要課題で

あると認識しております。よって、配当金につきましては、企業価値の向上とその水準の維持を可能と

する範囲において、事業規模拡大のための内部留保とのバランスを考慮しながら決定することを基本方

針としております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

株式投資単位の引下げは、株主数増加や、株式の流動性を高めることを資本政策上の重要な課題と認

識しております。今後、市場の動向や当社株価の推移、費用及び効果を勘案したうえで慎重に検討して

まいる所存でありますが、現段階におきましては、具体的な施策およびその時期等は未定であります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、売上総利益及び営業利益を経営指標の一つとしており、適正な利益の確保と継続的

な拡大を経営目標としております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの属する情報サービス業界は過去のような勢いは感じられませんが、緩やかな拡大傾向

にあります。 

当社はソフトウェア開発関連事業者として常に高品質なシステムの提供に努めてまいりました。今後

も同事業の更なる成長を目指して、技術力の強化を図り、ＥＲＰパッケージによるソリューションサー

ビス業務の拡大に注力します。さらに当社の開発標準の核となるＣＭＭＩの導入コンサルティングビジ

ネスを推進してまいります。 

 

Ⅰ）ソフトウェア開発関連 

①幅広いツール・環境での開発技術のさらなる強化。 

②ソリューションサービス業務の拡大。 

③当社の技術供与によるオフショア開発の推進。 
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Ⅱ）その他 

①高品質なソフトウェア開発への関心の高まりによるＣＭＭＩの導入コンサルティングビジネス

の推進。 

 

（６）対処すべき課題 

Ⅰ）取引先の拡大の推進と独自顧客の開拓 

営業部門の組織的強化、開発部門の人員増強、サービス製品の充実を推進してまいります。 

 

Ⅱ）品質・生産性の更なる向上 

システム開発面ではＣＭＭＩレベル４の達成及び今までに蓄積したノウハウにより、更なる品

質・生産性の向上を推進してまいります。 

 

Ⅲ）更なるセキュリティの強化 

平成 15年のプライバシーマーク認証取得、ＢＳ７７９９の認証取得、平成 17年のＩＳＭＳ認証

取得など、これまでもセキュリティの強化に努めてまいりましたが、情報漏洩、不正アクセスの増

加などの社会情勢に対応すべく、今後も継続的に東京本部の設備など更なるセキュリティの強化を

推進してまいります。 

 

Ⅳ）優秀な人材の確保 

当社の企業目的を達成するためには、高いＩＴスキル、仕事を通じての自己実現、顧客に対する

使命感など優秀な人材が不可欠と認識しております。自社での採用の強化、国内、国外の外注先の

積極的活用により優秀な人材の確保を推進してまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

Ⅰ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定組織、透明性のある企業統治により、経営

の健全化、効率化、透明性を確保し、継続的な成長を維持することが重要であると考えております。 
コーポレート・ガバナンスの強化・充実は経営上の重要課題の一つであると認識し、着実に実行

していくことが重要であると考えております。 

 

Ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

  企業環境の変化への対応と、経営の透明性の維持を実現するため、当社の経営意思決定、執行、監 

 督に係る主な経営管理組織について、以下の体制・組織を構築しております。 

 

①取締役会 

取締役会は５名の取締役で構成され、定時取締役会は原則毎月１回開催しており、当社の業務執

行を決定するとともに、月次の業績動向等の報告を行っております。なお、必要に応じ臨時取締

役会を開催しております。 

 

②部門長会議 

毎月の経営状況について、経営陣と各部門の責任者によりレビューを実施し業務状況の確認や課

題解決の指示を行っております。 

 

③監査役制度 

当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名、非常勤監査役１名の計２名で構成されてお

ります。監査役は、取締役会への出席、部門長会議の出席のほか、内部監査人、監査法人と連携

しつつ、稟議案件・業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行を監査しております。 

 

④内部監査制度 

社長室が内部監査人（２名）として、必要な監査・調査を定期的に実施し、監査結果は代表取締



役社長に報告されております。 
なお、内部監査人は、監査役、監査法人と密接な連携をとっております。 

 

⑤リスク管理体制 

想定できるリスク発生の可能性について各部門、各グループ会社から情報収集し、部門長会議等

を通じて適切な指針・方針を伝達するなどリスク発生の回避に努めております。また、重要な問

題につきましては取締役会で適切かつ迅速に対応致します。 
 

⑥委員会 

ＩＳＯ２７００１に準拠した情報セキュリティマネジメントの構築・運営のため、各部門より選

出された 12名の委員により情報セキュリティ運営委員会を設置しております。活動内容といたし

ましては、社内の情報資産を洗い出し、それに対するリスクを評価の上、リスク軽減・回避の対

応計画を策定します。対応計画の実施状況を内部監査により確認しそれら一連の活動状況を社長

へ報告します。また、社員に対し情報セキュリティの教育も行います。 
 

⑦コンプライアンス体制 

各部門長は、管轄する部門の活動に関連する法的事項の遵守を年１回評価し、評価の結果を常務

取締役経営企画本部長が確認しております。 
 

       

会社の機関・内部統制の関係 

株主総会 

取締役の選任・解任

取締役会 

代表取締役 

各業務部門 

委員会 

内部監査部門

報告 報告 指示
指示

選任・監督

監査役 

弁護士 

監査法人 

監査

監査

会計監査

助言

連携 

監査役の選任・解任

部門長会議

報告

 

 

   ⑧社外取締役及び社外監査役との関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

    該当事項はありません。 

    

   ⑨会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近における実施状況 

    内部統制がより機能するように、内部監査を社長室にて業務監査、会計監査、環境監査、品質監査、

情報セキュリティ監査を一括して実施しております。 

    平成 18 年 11 月に事業戦略強化と経営のスピードアップ、人材開発強化と業務効率化の為、組織変

更を行い、経営企画本部を再編、人事総務本部を新設致しました。 

 

   ⑩リスク管理体制の整備の状況 

想定できるリスク発生の可能性について各部門、各グループ会社において情報収集し、部門長会議
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等を通じて適切な指針・方針を伝達するなどリスク発生の回避に努めております。 

 

（８）親会社等に関する事項 

当社は、親会社等は有しておりません。 

 

（９）その他会社の経営上の重要な事項 

平成 19 年１月 19 日開催の当社取締役会におきまして､当社グループの経営効率の向上を図ることを

目的とし、当社 100％出資子会社である３社、アイ・アンド・コム株式会社（沖縄）とアイ・アンド・

コム株式会社（大阪）とアイ・アンド・コム株式会社（東京）を平成 19 年５月１日をもって合併する

ことを決定しました。 

 



３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

Ⅰ）当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間における日本経済は、好調な企業業績を背景に設備投資が増加したことや雇用情勢の

改善による個人消費に支えられ、緩やかな景気回復が続きました。 

このような状況の中、当社グループは、前期に引き続き、大型案件への積極的な受注活動の推進、更なる

採算性の重視、品質向上につとめてまいりました。 

 

（売上高） 

    ①ソフトウェア開発関連 

      既受注分のシステム規模の拡大や機能追加による受注額の増加や、案件の一部の検収が早まったこと

により、931,525千円(前年同期比5.9％増)となりました。 

 

②その他 

  ＣＭＭＩの導入コンサルティングが新規に６社、ＣＭＭＩ公式セミナーも８回開催し受講者数も延べ

122人と、前期同様に順調に推移し、コンサルティング売上が33,577千円（前年同期比120.0％増）とな

り、システム販売等と合わせて41,507千円(前年同期比97.3％増) となりました。 

 

（売上総利益） 

  売上高の増加により、売上総利益は387,674千円（前年同期比22.4％増）となりました。 

 

（販売費及び一般管理費） 

  人員の増加による給与の増加等により、164,282千円（前年同期比13.9％増）となりました。 

 

（営業外損益） 

  公開関連費用が計画を下回ったことに加え円安により外貨預金に為替差益が生じたことにより、営業

外収益が営業外費用を上回り営業外収支尻が918千円となりました。 

 

（特別利益） 

  投資有価証券の償還益等により、特別利益が27,394千円となりました。 

 

この結果、当中間連結会計年度の売上高は973,033千円（前年同期比8.0％増）、営業利益は223,391千円

（前年同期比29.5％増）、経常利益は224,310千円（前年同期比22.4％増）、当期純利益は137,100千円（前

年同期比28.8％増）となりました。 

  

Ⅱ）通期の見通し 

 下期の経済情勢は引き続き個人消費、設備投資等の国内需要は堅調に推移すると予想されます。 

こうした中で当業界におきましても、ユーザー企業は好調な業績を背景に、経営課題の解決、戦略的システ

ムの構築、更に内部統制関連の強化などからＩＴ投資の水準も高く推移すると見込まれます。 

 しかし、開発規模の拡大や高度化による開発期間の長期化やソフトウェア技術者不足も顕著になっており

ます。 

 以上のことから、現時点につきましては、平成18年８月25日（上場前）に発表致しました平成19年７月期

通期の業績予想に変更はございません。 
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（２）財政状態 

 当中間連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産3,094,312千円（前年同期比16.1％増）、また、

負債の部合計は、1,319,882千円（前年同期比17.9％減）、純資産の部合計は1,774,429千円（前年同期比

67.6％増）となりました。 

 また、キャッシュ・フローの状況につきましては、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） 

 税金等調整前当期利益は251,704千円となりましたが、期末の売掛金の減少及び法人税等の支払額の支出があ

り、233,099千円の収入（前年同期は76,239千円の支出）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出等で、23,325千円の収入（前年同期は16,530千円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金返済による支出があったものの、株式の発行による収入により、185,216千円の収入（前年同期比

114,550千円の増加）となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ458,079千円増

加し、1,110,927千円となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成18年７月期 

自己資本比率(%) 39.7 57.3 48.3 

時価ﾍﾞｰｽの株主資本比率(%) － 53.7 － 

債務償還年数(年) － 1.889 14.628 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ － 28.189 2.916 

 

 

 

 

 

 

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産 

  時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。 

３．債務償還年数の中間連結会計期間での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍

にしております。 

４．平成18年１月期における債務償還年数、ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵについては営業キャッシュ・フローが

マイナスであるため記載しておりません。 

 

（３）事業等のリスク 

Ⅰ）事業環境等 

 日本経済の回復に伴い、企業の設備投資も堅調に推移しＩＴ投資も回復基調にあります。このような環境

下、顧客のニーズの高度化や、価格面及び技術面、品質面において厳しい環境がつづいております。当社グ

ループは、ＣＭＭＩ、ＩＳＯを基準としたプロセス改善による生産性の向上、あるいは設備投資、技術者の

教育により顧客の高度なニーズに応えるべく、努力を続けておりますが、サービスや価格競争の激化、急速

な技術革新、顧客ニーズの変化など当社を取り巻く事業環境が変化した場合、当社の財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

注１．ＩＳＯ  品質・環境等マネジメントシステムに関わる国際標準規格。 

注２．ＣＭＭＩ 1999年、米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所が開発しましたソフトウェア

開発プロセスの能力成熟度を評価・判定するモデル。 
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Ⅱ）受託開発案件について 

 当社グループが行う受託開発においては、ＩＳＯ９００１及びＣＭＭＩに基づく開発プロセス管理により

その品質・納期・コスト・リスク等プロジェクトの管理を徹底しております。しかしながら、次のような事

態により当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

① 当社グループの想定を超える納期や検収時期の変更によりプロジェクトの収支が悪化したり、売上計上

の遅延により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 業務の請負に際しては、各工程毎に見積りを行いますが、案件が大型化することに伴い、すべてのコス

トを正確に見積ることの困難さが増し、そのため、実績額が見積り額を超えた場合には、低採算または

採算割れとなる可能性があります。 

③ 品質管理には万全を期しておりますが、想定外の不具合が生じた場合、損害賠償の発生やその後の事業

活動への影響、販売先あるいはユーザーの信頼を喪失する可能性があります。 

 

注３．ＩＳＯ９００１  1987年に制定され1994年、2000年に改訂された品質マネジメントシステムに関わ

る国際標準。 

Ⅲ）外注体制について 

 当社グループにおきましては、受託開発案件の一部を外部の協力会社に外注を行っております。ＩＳＯ９

００１及びＣＭＭＩに基づく開発プロセス管理によりその品質・納期・コスト・リスク等外注管理を徹底し

ておりますが、何らかの事情で、外注体制に支障をきたした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

Ⅳ）主要取引先との取引について 

当社グループの主要取引先である住商情報システム㈱、㈱大塚商会の 近２期間における当社グループ売

上高に占める割合は下表の通りであります。 

    現状では、両社との取引は安定的に推移しておりますが、今後両社の事業動向によっては、当社グループ

の経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

 
前 中 間 連 結 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 連 結 会 計 期 間 
（自平成18年８月１日 

至平成19年１月31日）

 
前連結会計年度 

（自平成17年８月１日 

至平成18年７月31日）

 

 

相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

住商情報システム㈱ 353,825 39.3 394,048 40.5 720,092 37.0 

㈱大塚商会 219,132 24.3 310,666 31.9 531,590 27.3 

 

注．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

Ⅴ）情報管理について 

 当社グループは、システム開発事業において、顧客の機密事項を取り扱う場合があります。 

 当社グループでは、ＩＳＯ２７００１（ＩＳＭＳ）の認証取得、プライバシーマークの付与認定取得によ

る情報セキュリティ対策の強化に取り組んでおります。現在まで、顧客の機密情報の流出による問題は発生

しておりませんが、今後不測の事態により、顧客の機密情報や個人情報の漏洩に類する事態が生じた場合に

は、信用失墜や損害賠償により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

注４．ＩＳＯ２７００１ 2005年に制定された情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規

格。企業が自身の情報セキュリティを確保・維持する為に、ルールに基づいたセ

キュリティレベルの設定やリスクアセスメントの実施等を継続的に運用する仕組

みです。 

 

Ⅵ）優秀な人材の確保 

 当社グループにおいては、ソフトウェア開発事業において顧客の高度で高品質のニーズに応えるべく、優

秀な技術者の確保が必要なものと認識しております。 
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 当社グループでは、人材の育成と実務能力の向上を目的として、様々な教育制度を実施するとともに、

パートナー政策により継続的に人材の確保を行っております。 

  しかしながら、情報サービス業界に関わる労働市場の逼迫により当社グループが必要とする優秀な人材が

適時に確保できない場合、当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ⅶ）プログラム保証引当金について 

 当社グループと業務発注先との契約には、一般に受入検査に基づく検収の後にも必要に応じて無償で改修

を実施する旨約した瑕疵担保条項が通常含まれており、当社グループではこのような売上後の追加原価に備

えて、プログラム保証引当金を計上しております。 

  しかし、万一発生した瑕疵等の補修費が引当額を超える場合には、補修費の追加計上が必要となり、当社

の経営成績に影響を与える可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

 (1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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   618,560 1,120,927   662,848

２．売掛金   248,641
149,035

  276,615

３．たな卸資産   38,937 87,011   65,812

４．その他   88,561 39,436   
90,787

貸倒引当金   △1,461 △850   △1,510

流動資産合計   993,239 37.3 1,395,560 45.1  1,094,553 39.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物 ※１ 949,859 971,565  968,865 

減価償却累計額  284,397 665,461 320,050 651,515  302,980 665,885

(2)土地 ※１  807,142 844,476   844,476

(3)その他  58,856 66,357  62,168 

減価償却累計額    44,325 14,531 47,339 19,018  44,420 17,747

有形固定資産合計   1,487,134 1,515,010   1,528,110

２．無形固定資産   7,990 8,887   8,925

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券   109,356 95,667   107,077

(2)その他   68,522 79,185   66,714

投資その他の資産合

計 
  177,879 174,853   173,791

固定資産合計   1,673,004 62.7 1,698,751 54.9  1,710,828 61.0

資産合計   2,666,244 100.0 3,094,312 100.0  2,805,381 100.0

     

 

－  － 
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前中間連結会計期間末 

 (平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間末 

 (平成19年１月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

 (平成18年１月31日） 

構成比

（％）
区分 

注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

（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 
※１  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   80,038 126,154   99,425

５．賞与引当金   33,933 36,927   39,581

６．プログラム保証引当

金 
  4,390 2,427   2,434

７．その他   114,912 127,960   176,345

流動負債合計   435,945 16.3 489,397 15.8  514,174 18.3

Ⅱ 固定負債     

１．社債   80,000 40,000   80,000

２．長期借入金 ※１  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 44.0 830,485 26.9  935,096 33.4

負債合計   1,607,490 60.3 1,319,882 42.7  1,449,270 51.7

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － －  － －  － －

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   96,000 3.6 － －  － －

Ⅱ 利益剰余金   895,508 33.6 － －  － －

Ⅲ その他有価証券評価差

額金 
  67,245 2.5 － －  － －

資本合計   1,058,754 39.7 － －  － －

負債、少数株主持分及

び資本合計 
  2,666,244 100.0 － －  － －

     

－  － 
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前中間連結会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 11.6  201,600 7.2

２．資本剰余金   － － 262,896 8.5  106,656 3.8

３．利益剰余金   － － 1,112,764 35.9  985,263 35.1

株主資本合計   － － 1,733,500 56.0  1,293,519 46.1

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

２．為替換算調整勘定   － － 410 0.0  133 0.0

評価・換算差額等合計   － － 40,929 1.3  62,591 2.2

Ⅲ 少数株主持分   － － － ―  ― ―

純資産合計   － － 1,774,429 57.3  1,356,110 48.3

負債純資産合計   － － 3,094,312 100.0  2,805,381 100.0

     

 

－  － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 

  至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年８月１日 

  至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（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   900,620 100.0 973,033 100.0  1,944,235 100.0

Ⅱ 売上原価   583,823 64.8 585,358 60.1  1,285,211 66.1

売上総利益   316,796 35.2 387,674 39.9  659,023 33.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  144,283 16.0 164,282 16.9  312,736 16.1

営業利益   172,513 19.2 223,391 23.0  346,287 17.8

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  3,807 4,403  7,919 

２. 受取配当金  － －  612 

３．受取家賃  5,993 5,203  11,787 

４．為替差益  9,841 16,153  13,067 

５．その他  2,067 21,709 2.4 1,802 27,563 2.8 5,036 38,424 2.0

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  10,891 8,314  21,606 

２．公開関連費用  － 17,070  3,500 

３．その他  77 10,968 1.3 1,259 26,644 2.7 1,139 26,245 1.4

経常利益   183,254 20.3 224,310 23.1  358,465 18.4

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 

  至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年８月１日 

  至 平成19年１月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（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

（％）

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  － 660  － 

２. 投資有価証券償還益  － － － 26,734 27,394 2.8 － － －

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却損 ※２ － －  53 

２．固定資産除却損 ※３ － －  19 

３．投資有価証券売却損  － －  409 

４．賃貸借契約解約損  － － － － － － 1,841 2,323 0.1

税金等調整前中間

(当期)純利益 
  183,254 20.3 251,704 25.9  356,141 18.3

法人税、住民税及

び事業税 
 79,670 122,135  168,770 

法人税等調整額  △2,878 76,791 8.5 △7,531 114,603 11.8 △8,846 159,923 8.2

中間(当期)純利益   106,463 11.8 137,100 14.1  196,218 10.1

     

 

－  － 
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 

 至 平成18年１月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   ― 

Ⅱ 資本剰余金中間期末

残高 
  ― 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   793,844 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

中間純利益  106,463 106,463 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

配当金  4,800 4,800 

Ⅳ 利益剰余金中間期末

残高 
  895,508 

    

 

中間株主資本等変動計算書 

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

株主資本 評価・換算差額等 

  
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

為替換算 

調整勘定 

評価・換 

算差額等 

合計 

少数株主

持分 

 

 

純資産合計

平成18年７月31日残高    

（千円） 
  201,600    106,656   985,263 1,293,519    62,458      133    62,591         ― 1,356,110

中間連結会計期間中の変動額    

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

 剰余金の配当  △9,600 △9,600      △9,600

 中間純利益  137,100 137,100   137,100

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
 △21,939 277 △21,662 △21,662

中間連結会計期間中の変動額

合計（千円) 
156,240 156,240 127,500 439,980 △21,939 277 △21,662       ― 418,318

平成19年１月31日残高    

（千円） 
357,840 262,896 1,112,764 1,733,500 40,518 410 40,929         ― 1,774,429

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

株主資本 評価・換算差額等 

  

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

為替換算 

調整勘定 

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） 
   96,000         ― 793,844   889,844   44,593        ―     44,593     1,056 935,494

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行   105,600    106,656   212,256      △1,056    211,200

 剰余金の配当  △4,800    △4,800      △4,800

 当期純利益    196,218   196,218      196,218

 株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
    17,865       133     17,998         ―     17,998

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
  105,600    106,656   191,418   403,674    17,865      133    17,998    △1,056    420,616

平成18年７月31日残高    

（千円） 
  201,600    106,656   985,263 1,293,519    62,458      133    62,591         ―   1,356,110

 

 

－  － 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年８月１日 

至 平成19年１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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による  

キャッシュ・フロー 

 

    

税金等調整前中間

（当期）純利益 
 183,254 251,704 356,141 

減価償却費  26,427 23,170 51,583 

貸倒引当金の増減額  746 △660 795 

賞与引当金の増減額  △1,899 △2,653 3,748 

プログラム保証引当

金の増減額 

 

 1,883 △6 △73 

退職給付引当金の増

減額 

 

 2,233 617 4,567 

役員退職慰労引当金

の増減額 

 

 8,076 12,435 15,027 

受取利息及び受取配

当金 
 △3,807 △4,403 △8,531 

支払利息  10,891 8,314 21,606 

為替差損益  △9,841 △16,172 △13,067 

固定資産売却損  ― ― 53 

固定資産除却損  ― ― 19 

投資有価証券償還益  ― △26,734 ― 

投資有価証券売却損  ― ― 409 

賃貸借契約解約損  ― ― 1,841 

売上債権の増減額  △99,663 117,152 △116,251 

たな卸資産の増減額  △8,872 △21,198 △35,747 

仕入債務の増減額  94 △460 1,059 

その他流動資産の増

減額 

 

 △393 209 △194 

その他流動負債の増

減額 

 

 △60,829 △28,980 △7,067 

未払消費税等の増減

額 
 △7,301 △3,080 △3,414 

小計  40,998 309,254 272,506 

利息及び配当金の受

取額 
 11 27,776 640 

利息の支払額  △12,734 △8,269 △23,412 

法人税等の支払額  △104,514 △95,662 △181,470 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △76,239 233,099 68,263 

 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年８月１日 

至 平成19年１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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ

シュ・フロー 

 

    

有形固定資産の取

得による支出 

 

 △6,203 △10,644 △69,530 

有形固定資産の売

却による収入 

 

 － － 30 

無形固定資産の取

得による支出 

 

 △3,907 △1,100 △6,804 

投資有価証券の取

得による支出 

 

 △1,781 △1,785 △4,151 

投資有価証券の売

却による収入 

 

 － － 2,566 

投資有価証券の償

還による収入 

 

 － 39,804 － 

その他固定資産に

関する支出 

 

 △4,638 △2,949 △5,423 

その他固定資産に

関する収入 
 － － 5,167 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △16,530 23,325 △78,146 

Ⅲ 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 

 300,000 ― 900,000 

 

短期借入金の返済

による支出 

 △300,000 ― △900,000 

 

長期借入れによる

収入 

 200,000 ― 200,000 

 

長期借入金の返済

による支出 

 △84,534 △77,664 △337,516 

 

社債の償還による

支出 

 △40,000 △40,000 △40,000 

 

株式の発行による

収入 

 － 312,480 211,200 

配当金の支払額  △4,800 △9,600 △4,800 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
 70,666 185,216 28,884 

Ⅳ 現金及び現金同等物 

係る換算差額 
 9,185 16,438 12,368 

Ⅴ 現金及び現金同等物の

増減額 
 △12,918 458,079 31,369 

Ⅵ 現金及び現金同等物の

期首残高 
 621,478 652,848 621,478 

Ⅶ 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
 608,560 1,110,927 652,848 

     

 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１．連結の範囲に関 (1)連結子会社の数   3社 (1)連結子会社の数   4社 (1)連結子会社の数   4社 

する事項 主要な連結子会社の名称 

アイ・アンド・コム株式 

会社（大阪） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（沖縄） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（東京） 

主要な連結子会社の名称 

アイ・アンド・コム株式 

会社（大阪） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（沖縄） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（東京） 

i and com. Co., Ltd. 

（ベトナム） 

 

主要な連結子会社の名称 

アイ・アンド・コム株式  

会社（大阪） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（沖縄） 

アイ・アンド・コム株式 

会社（東京） 

i and com. Co., Ltd.  

（ベトナム） 

上記のうち、i and com. 

Co., Ltd.（ベトナム）につ

いては、当連結会計年度に

おいて新たに設立したた

め、連結の範囲に含めてお

ります。 

 (2)主要な非連結子会社の名称

等 

(2)主要な非連結子会社の名

称等 

(2)主要な非連結子会社の名称等

 該当事項はありません。 同左 同左 

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 同左 

３．連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項 

すべての連結子会社の中間決

算日は中間連結決算日と一致

しております。 

 

連結子会社のうちi and com. 

Co.,Ltd.（ベトナム）の中間

決算日は６月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成

に当たっては、中間連結決算

日で実施した仮決算に基づく

中間財務諸表を使用しており

ます。 

連結子会社のうち、i and com. 

Co.,Ltd.（ベトナム）の決算日

は12月31日であります。連結財

務諸表の作成に当たっては、連

結決算日で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しておりま

す。 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

４．会計処理基準に関

する事項 

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

 時価のあるもの 

中間連結会計期間末

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）

を採用しております。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

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）を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

時価のあるもの 

連結会計期間末日の市

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）を採用しており

ます。 

 

時価のないもの 

同左 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

 商品・仕掛品 

個別法による原価法 

同左 同左 

 (2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(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 ① 有形固定資産 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（附属設備

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 5～50年 

同左 同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 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。 

同左 同左 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

当社は、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 ②賞与引当金 

当社及び一部の連結

子会社は、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 

当社は、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 

同左 

 

 

 

 

 

 

③プログラム保証引当

金 

同左 

 

 

 

 

 

 ④退職給付引当金 

当社は、従業員の退

職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末

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 

当社は、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 

当社は、役員の退職

慰労金の支給に備える

ため、会社内規に基づ

く中間連結会計期間末

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 

当社は、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)その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

(4)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(4)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 

   税抜処理によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

   同左 

消費税等の会計処理 

   同左 

５．中間連結キャッ

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、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ヶ月以内に

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 
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   中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（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） 

  当中間連結会計期間より、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） 

  当連結会計年度より、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）

  当中間連結会計期間より、「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1,774,429千円であります。 

  なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸表

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）

  当連結会計年度より、「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1,356,110千円であります。 

  なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表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） 

 当中間連結会計期間より、「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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

―――――――― 当社は、前連結会計年度下期から資

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、税金等調整前中間純利益が同額減

少しております。 

 当社は、当連結会計年度から資本金

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、税金等調整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

経常利益及び税金等調整前中間純利益

は同額多く計上されております。 

―――――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年１月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年７月31日） 

※１ 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 

建物及び

構築物 
651,061千円 

土地 807,123千円 

合計 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 

合計 1,002,252千円 
 

※１ 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 

建物及び

構築物 
630,749千円

土地 807,123千円

合計 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

合計 762,508千円
 

※１ 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 

建物及び

構築物 
646,234千円

土地 807,123千円

合計 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 

合計 830,176千円 
 

 

（中間連結損益計算書関係）  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給

与手当 

45,776千円 

賞与引当金繰入

額 

4,471千円 

プログラム保証

引当金繰入額 

4,390千円 

退職給付費用 369千円 

役員退職慰労引

当金繰入額 

8,076千円 

貸倒引当金繰入

額 

746千円 

 

※１ 販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給

与・手当 

62,781千円 

賞与引当金繰入

額 

4,463千円 

プログラム保証

引当金繰入額 

2,427千円 

退職給付費用 157千円 

役員退職慰労引

当金繰入額 

12,435千円 

  
 

※１ 販売費及び一般管理費 

役員報酬及び給

与・手当 

94,004千円 

支払報酬 35,042千円 

プログラム保証

費 

32,248千円 

貸倒引当金繰入

額 

795千円 

賞与引当金繰入

額 

4,966千円 

プログラム保証

引当金繰入額 

2,434千円 

 退職給付費用    1,178千円 

 役員退職慰労引   15,027千円   

当金繰入額 

※２   

―――――――― 

 

※３   

―――――――― 

 

※２   

―――――――― 

 

※３   

―――――――― 

 

 

※２ 固定資産売却損の内容は次のと

おりであります。 

   その他（車両）   53千円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

   その他（車両）   19千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

普通株式 768 120 － 888 

 （注） 普通株式の増加120千株は、平成18年９月28日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式の発行に

よるものであります。 

 

    ２．自己株式に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

当中間連結
会計期末残
高 
（千円） 

提出会社 
平成18年付与ストッ
ク・オプション 

普通株式 49,200 － 500 48,700 － 

合計 － 49,200 － 500 48,700 － 

 （注） １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

     ２．当中間連結会計期間の減少は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利失効によるものであ

ります。 

４．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18年10月30日
定時株主総会 

普通株式 9,600 12.5 平成18年７月31日 平成18年10月31日

 

(2)基準日が当中間連結会計期間に帰属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

       該当事項はありません。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 618,560千円 

預入期間が３か月を

超える定期預金 

△10,000千円 

現金及び現金同等物 608,560千円 

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,120,927千円 

預入期間が３か月を

超える定期預金 

△10,000千円 

現金及び現金同等物 1,110,927千円 

 

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 

現金及び預金勘定 662,848千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 

△10,000千円

現金及び現金同等物 652,848千円

 
 

 

 

 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間（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。 
 
 
当中間連結会計期間（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。 
 
 
前連結会計年度（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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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 

（平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年１月31日） 

前連結会計年度末 

（平成18年７月31日） 

 

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額 

（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額 

（千円）

差額 

（千円）

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 22,836 109,356 86,520 26,991 95,667 68,675 25,206 107,077 81,870

(2)債券     

国債・ 

地方債等 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3)その他 16,045 43,500 27,455 ― ― ― 13,070 37,060 23,990

合計 38,881 152,857   113,976 26,991 95,667   68,675 38,276 144,138 105,861

  

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 
 
  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。 
 
 
当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 
 
  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。 
 
 
前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 
 
  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。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 

 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

 

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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 

  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日） 

 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日） 

  

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（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 5,514円34銭 

１株当たり中間純利  
益金額 

554円50銭 

  

 

１株当たり純資産額   1,998円23銭 

１株当たり中間純利 
益金額 

161円35銭 

  

 

１株当たり純資産額   1,765円77銭 

１株当たり当期純利 
益金額 

371円81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 

160円52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連結会計年度に

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 2,433円43銭 

１株当たり当期純利 
益金額 

529円42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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日）

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

前連結会計年度 
（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） 
106,463 137,100 196,218 

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）
106,463 137,100 196,218 

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

中間（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） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（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。 

当社は、平成19年1月19日開催の取締

役会において、当社100％出資子会社で

あるアイ・アンド・コム株式会社（沖

縄）、アイ・アンド・コム株式会社

（大阪）及びアイ・アンド・コム株式

会社（東京）を平成19年５月１日付で

合併することを決議いたしました。 

 
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 

  

(1) 合併の目的 

子会社３社の経営を統合すること

により、当社グループの経営効率

の向上を図ることを目的といたし

ております。 

(2) 合併の内容 

① 合併の日程 

合併契約 ：平成19年１月19日 

締結 

合併契約 ：平成19年２月５日 

承認株主 

総会 

合併期日 ：平成19年５月１日 

（効力発 

生日） 

合併登記 ：平成19年５月７日 

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 

② 合併の方法 

   アイ・アンド・コム株式会社

（沖縄）を存続会社とする吸収

合併方式で、アイ・アンド・コ

ム株式会社（大阪）及びアイ・

アンド・コム（東京）は解散い

たします。 

③ 合併比率等 

  100％出資子会社同士の合併であ

ることから、合併比率の取り決

めはありません。また、合併交

付金及び合併により発行する株

式はありません。 

④ その他 

  アイ・アンド・コム株式会社

（大阪）の従業員は、効力発生

日迄に当社へ転籍する予定であ

ります。 

(3) 合併後の状況 

① 商号   ：アイ・アンド・コ 

         ム株式会社 

 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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前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

前連結会計年度 
（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。 

 

 
当中間連結会計期間 

（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  2,757円17銭  

１株当たり中間純利益  277円25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。 

 ② 事業内容 ：ソフトウェア開発 

③ 本店所在地：沖縄県那覇市小禄

1831-1 

   （登記場所：沖縄県那覇市泉崎

1-3-1-402） 

 ④ 代表者  ：中村憲司 

 ⑤ 資本金  ：10百万円 

 ⑥ 決算期  ：７月31日 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

ソフトウエア開発関連 （千円） 579,968 609,507 

合計（千円） 579,968 609,507 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．その他の事業は、生産に該当する事項がないため省略しております。 

 

(2)受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日） 事業部門の名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ソフトウエア開発関連（千円） 1,071,648 580,059 1,024,009 541,061 

その他（千円） 29,061 10,522 56,626 21,440 

合計（千円） 1,100,710 590,581 1,080,635 562,501 

 （注）１．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

ソフトウエア開発関連（千円） 879,581 931,525 

その他（千円） 21,038 41,507 

合計（千円） 900,620 973,033 

 （注）１．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日） 

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

 

相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 住商情報システム㈱ 353,825 39.3 394,048 40.5 

 ㈱大塚商会 219,132 24.3 310,666 31.9 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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