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１．平成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 （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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月中間期 2,279 47.9 332 49.7 293 50.0

18年１月中間期 1,541 - 222 - 195 -

18年７月期 3,530 596 510

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 171 △12.1 5,729 28

18年１月中間期 195 - 16,695 23

18年７月期 655 25,485 33

（注）①期中平均株式数 19年1月中間期 29,974株 18年1月中間期 11,698株 18年7月期 25,714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であります。

④当社は前中間期より中間決算を実施しているため、18年１月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

(2）財政状態 （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。

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 10,030 3,133 31.2 104,486 32

18年１月中間期 3,869 1,131 29.2 86,963 17

18年７月期 8,105 2,960 36.5 98,757 03

（注）①期末発行済株式数 19年1月中間期 29,974株 18年1月中間期 13,009株 18年7月期 29,974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．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年７月期 － － －

19年７月期（実績） － －  

19年７月期（予想） － 未定 未定

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別中間財務諸表等
(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  774,002   1,842,367   2,076,261   

２．売掛金  123,031   86,069   93,549   

３．たな卸資産  3,448   －   13,973   

４．オペレーティ
ングリース立
替金

 205,402   －   －   

５．その他  54,714   713,850   268,395   

貸倒引当金  △1,250   △1,909   △2,137   

流動資産合計   1,159,348 30.0  2,640,378 26.3  2,450,041 30.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,287,899   6,065,680   3,682,200   

(2）器具備品  222,651   561,917   383,003   

(3）その他  29,954   68,047   1,335,697   

有形固定資産
合計

 2,540,504   6,695,645   5,400,900   

２．無形固定資産  39,307   34,692   28,829   

３．投資その他の
資産

          

(1）その他  130,812   664,082   229,080   

貸倒引当金  －   △4,552   △3,779   

投資その他の
資産合計

 130,812   659,529   225,301   

固定資産合計   2,710,625 70.0  7,389,868 73.7  5,655,030 69.8

資産合計   3,869,973 100.0  10,030,246 100.0  8,105,072 100.0
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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．短期借入金 ※２ 726,000   1,159,220   2,636,120   

２．未払金  169,127   1,184,508   1,181,229   

３．未払住民税等  5,391   7,332   9,709   

４．賞与引当金  8,496   20,978   12,224   

５．その他  152,094   275,074   221,995   

流動負債合計   1,061,108 27.4  2,647,114 26.4  4,061,279 50.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,669,080   4,249,390   1,083,650   

２．その他  8,480   －   －   

固定負債合計   1,677,560 43.4  4,249,390 42.4  1,083,650 13.4

負債合計   2,738,669 70.8  6,896,504 68.8  5,144,929 63.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,152,837 29.8  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  87,298   －   －   

資本剰余金合計   87,298 2.2  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処理損
失

 108,832   －   －   

利益剰余金合計   △108,832 △2.8  － －  － －

資本合計   1,131,303 29.2  － －  － －

負債・資本合計   3,869,973 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,836,946 18.3  1,836,946 22.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   772,007   772,007   

資本剰余金合
計

  － －  772,007 7.7  772,007 9.5

３．利益剰余金           

(1）その他利益
剰余金

          

繰越利益剰
余金

 －   522,919   351,189   

利益剰余金合
計

  － －  522,919 5.2  351,189 4.3

株主資本合計   － －  3,131,873 31.2  2,960,143 36.5

Ⅱ　新株予約権   － －  1,869 0.0  － －

純資産合計   － －  3,133,742 31.2  2,960,143 36.5

負債純資産合計   － －  10,030,246 100.0  8,105,072 100.0
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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   1,541,369 100.0  2,279,878 100.0  3,530,839 100.0

Ⅱ　売上原価   1,112,041 72.1  1,645,127 72.2  2,456,845 69.6

売上総利益   429,327 27.9  634,750 27.8  1,073,993 30.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  206,988 13.5  301,848 13.2  477,062 13.5

営業利益   222,339 14.4  332,901 14.6  596,931 16.9

Ⅳ　営業外収益   658 0.0  1,581 0.1  9,666 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※１  27,009 1.7  40,560 1.8  96,314 2.7

経常利益   195,988 12.7  293,922 12.9  510,283 14.5

Ⅵ　特別損失   － －  － －  20,652 0.6

税引前中間
（当期）純利
益

  195,988 12.7  293,922 12.9  489,630 13.9

住民税及び事
業税

 680   699   1,360   

法人税等調整
額

 － 680 0.0 121,493 122,192 5.4 △167,059 △165,699 △4.7

中間（当期）
純利益

  195,308 12.7  171,729 7.5  655,330 18.6

前期繰越損失   304,140   －   －  

中間未処理損
失

  108,832   －   －  
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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

新株予約権 純資産合計 
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年７月31日　残高

（千円）
1,836,946 772,007 772,007 351,189 351,189 2,960,143 － 2,960,143

中間会計期間中の変動額

中間純利益

（千円）
   171,729 171,729 171,729  171,729

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額)

（千円）

      1,869 1,869

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 171,729 171,729 171,729 1,869 173,599

平成19年１月31日　残高

（千円）
1,836,946 772,007 772,007 522,919 522,919 3,131,873 1,869 3,133,742

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

新株予約権 純資産合計 
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成17年７月31日　残高

（千円）
1,066,687 906,687 906,687 △1,210,827 △1,210,827 762,547 1,750 764,297

当事業年度中の変動額

新株の発行

（千円）
770,259 772,007 772,007   1,542,266  1,542,266

当期純利益

（千円）
   655,330 655,330 655,330  655,330

資本準備金の取崩

（千円）
 △906,687 △906,687 906,687 906,687 －  －

株主資本以外の項目の当事

業年度中の変動額(純額)

（千円）

      △1,750 △1,750

当事業年度中の変動額合計

（千円）
770,259 △134,680 △134,680 1,562,017 1,562,017 2,197,596 △1,750 2,195,846

平成18年７月31日　残高

（千円）
1,836,946 772,007 772,007 351,189 351,189 2,960,143 － 2,960,143
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書は

作成しておりません。 

  
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)

前事業年度の要約キャッ
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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  195,988 489,630

新株発行費  － 17,972

固定資産処分損  － 20,652

減価償却費  102,890 234,225

貸倒引当金の増減額（減少：△）  25 4,692

賞与引当金の増減額（減少：△）  892 4,620

受取利息  △0 △0

支払利息  27,009 55,618

売上債権の増減額（増加：△）  △10,857 18,625

たな卸資産の増減額（増加：△）  △9 △10,534

未払金の増減額（減少：△）  △6,763 236,063

前受金の増減額（減少：△）  27,509 92,427

その他  48,245 △8,261

小計  384,929 1,155,732

利息の受取額  0 0

利息の支払額  △29,011 △63,711

法人税等の支払額  △1,360 △1,360

営業活動によるキャッシュ・フロー  354,558 1,090,661
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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)

前事業年度の要約キャッ
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）

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  △512,172 △2,739,163

投資有価証券の取得による支出  △35,000 △35,000

関係会社株式の取得による支出  － △29,950

差入保証金の増加による支出  － △51,233

オペレーティングリース立替金の回収
による収入

 938,981 1,144,383

その他  △18,546 △26,302

投資活動によるキャッシュ・フロー  373,262 △1,737,266

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  100,000 2,000,000

短期借入金の返済による支出  △100,000 △200,000

長期借入金の返済による支出  △656,433 △1,131,743

株式の発行による収入  172,298 1,524,294

財務活動によるキャッシュ・フロー  △484,134 2,192,550

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  243,686 1,545,945

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  530,315 530,315

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 774,002 2,076,261
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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

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を

採用しております。

(1）有価証券

①その他有価証券

時価のないもの

同左

 

②関係会社株式

　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

①その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 

②関係会社株式

同左 

 

 

 

(2）たな卸資産

商品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産 

 商品

 同左

２．固定資産の減価償却の方

法

 

(1）有形固定資産

　建物、データセンター部門の建

物付属設備については定額法、そ

れ以外の有形固定資産については

定率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　　　　　　　　　38年

建物付属設備　　　６～18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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

自社利用のソフトウェ

ア
５年

市場販売目的のソフト

ウェア
３年

(2）無形固定資産

　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。

自社利用のソフトウェ

ア
５年

 (2）無形固定資産

　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。

自社利用のソフトウェ

ア
５年

市場販売目的のソフト

ウェア
３年

３．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、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、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

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。

４．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）

５．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている

金利スワップ取引について、当該

特例処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

(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…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

(3）ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを

行った上で、借入金利息の金利変

動リスクを回避する目的により金

利スワップを利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理によっているため、有効性の

評価を省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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。

－   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。

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費税

等は相殺の上、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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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。これによる損益に与える影

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。

　これによる損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　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。

　純資産の部の合計は、従来の資本の部の合

計に相当する金額と同額であります。

　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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より「ストック・オプション等

に関する会計基準」（企業会計基準第８号　

平成17年12月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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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

497,987千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

824,059千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

615,755千円

※２　担保に供している資産及び担保を付し

ている債務

※２　担保に供している資産及び担保を付し

ている債務

※２　担保に供している資産及び担保を付し

ている債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物 51,373千円 建物 458,515千円 建物 355,319千円

(2）担保を付している債務 (2）担保を付している債務 (2）担保を付している債務

短期借入金 94,200千円

長期借入金 320,380千円

短期借入金 34,920千円

長期借入金 217,490千円

短期借入金 27,720千円

長期借入金 169,150千円

（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　営業外費用の主要項目 ※１　営業外費用の主要項目 ※１　営業外費用の主要項目

支払利息 27,009千円 支払利息 40,054千円 支払利息 55,618千円

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 96,928千円

無形固定資産 5,962千円

有形固定資産 209,850千円

無形固定資産 4,037千円

有形固定資産 221,704千円

無形固定資産 12,521千円
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（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）

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。

　なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、発行済株式、自己株式、新株予約権及

び配当に関する事項は記載しておりません。

前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

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

  前期末株式数  当期増加株式数  当期減少株式数 当期末株式数 

発行済株式     

普通株式（注） 11,607 18,367 － 29,974

合計 11,607 18,367 － 29,974

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の当期増加株式数18,367株は、新株引受権の行使による新株発行2,130株、株式分割による増加13,737株

及び公募増資による新株発行2,500株によるものであります。

 

　２．新株予約権に関する事項

新株予約権の平成17年７月31日残高及び当事業年度中の変動額はいずれも、旧商法第341条ノ８の規定に基

づいて発行された新株引受権であります。

　なお、当該事業年度中の変動はすべて当該新株引受権の行使による減少であります。

 

　３．配当に関する事項

　（１）配当金の支払

該当事項はありません。

　（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計

算書は作成しておりません。 

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）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成18年１月31日現在） （平成18年７月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金 774,002

現金及び現金同等物 774,002

現金及び預金 2,076,261

現金及び現金同等物 2,076,261
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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）

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．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

１．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

１．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

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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）

中間期末

残高相当

額

（千円）

器具備品 575,428 342,421 233,007

合計 575,428 342,421 233,007

取得価額相

当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

建物 363,856 11,338 352,518

器具備品 395,134 126,112 269,021

その他 336,134 50,867 285,266

合計 1,095,125 188,318 906,806

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）

器具備品 373,155 105,447 267,707

合計 373,155 105,447 267,707

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 73,478千円

１年超 162,154千円

合計 235,633千円

１年内 182,247千円

１年超 655,992千円

合計 838,240千円

１年内 88,118千円

１年超 182,828千円

合計 270,947千円

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

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 83,031千円

減価償却費相当額 76,171千円

支払利息相当額 3,825千円

支払リース料 84,787千円

減価償却費相当額 81,362千円

支払利息相当額 8,473千円

支払リース料 132,563千円

減価償却費相当額 123,065千円

支払利息相当額 7,508千円

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、残存価額を

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

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

⑤利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 156,391千円

１年超 487,295千円

合計 643,686千円

１年内 191,633千円

１年超 422,421千円

合計 614,054千円

１年内 180,092千円

１年超 470,490千円

合計 650,583千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。
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（有価証券関係）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価

のあるものは除く）の注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

当中間会計期間末（平成19年１月31日現在）

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。

前中間会計期間末（平成18年１月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前中間会計期間末

（平成18年１月31日）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 35,000

前事業年度末（平成18年７月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度末

（平成18年７月31日）

 貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式 29,950

その他有価証券  

非上場株式 35,000
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（デリバティブ取引関係）

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）に係る「デリバティブ取引関係」の注記について

は、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項として記載し

ております。

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）

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、デリバティブ取引にはヘッ

ジ会計を適用しているため、該当事項

はありません。

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

利用しているデリバティブ取引

は、金利スワップ取引でありま

す。

②取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金

利変動によるリスク回避を目的

としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

③取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利

等の将来の金利市場における金

利上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用

してヘッジ会計を行っておりま

す。

（１）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ取引について、

当該特例処理によっております。

（２）ヘッジ手段と対象

（ヘッジ手段）（ヘッジ対象）

　金利スワップ　借入金利息

④取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクはほとんどな

いものと認識しております。

⑤取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理

については、取引権限及び取引

限度額等を定めた社内規程に従

い、管理部長が決裁担当者の承

認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

　金利スワップ取引について、いず

れも特例処理を採用しておりますの

で、記載対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

　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）に係る「ストック・オプション等関係」の注記

については、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項と

して記載しております。

 

 　　　 前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

付与対象者の区分及び数

当社役員　　  11名

当社従業員  　６名

子会社従業員　５名　

当社従業員  　１名
当社役員　　  ４名

当社従業員  　31名
当社役員　　 １名

ストック・オプション数 普通株式　　980株 普通株式　　 20株 普通株式　1,000株 普通株式 　　60株

付与日 平成16年11月１日 平成16年11月24日 平成17年９月15日 平成17年12月20日

権利確定条件
 該当事項はありませ

ん。
同左 同左 同左

対象勤務期間
 該当事項はありませ

ん。
同左 同左 同左

権利行使期間
自平成18年５月19日

至平成26年５月18日

自平成18年５月19日

至平成26年５月18日

自平成19年３月10日

至平成27年３月９日

自平成19年10月26日

至平成27年10月25日

(2）ストック・オプションの規模及び変動状況

　①ストック・オプションの数
 

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

権利確定前　　（株）     

前事業年度末 － － － －

付与 － － 1,000 60

失効 － － － －

権利確定 － － 1,000 60

未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前事業年度末 760 20 － －

権利確定 － － 1,000 60

権利行使 － － － －

失効 60 － － －

未行使残 700 20 1,000 60

②単価情報  

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

権利行使価格　　　　　　

（円）
100,000 100,000 250,000 250,000

行使時平均株価　　　　　

（円）
－ － － －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － －
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（持分法損益等）

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）に係る「持分法損益等」の注記については、当中

間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

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。

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。

－ 17 －



（１株当たり情報）

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）に係る「１株当たり情報」の注記については、当中間

会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

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）

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 86,963.17円

１株当たり中間純利益 16,695.23円

１株当たり純資産額 98,757.03円

１株当たり当期純利益 25,485.33円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
23,635.08円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、当社株式は非上場であり、期中平

均株価が把握できないため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月７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。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

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 32,848.58円

１株当たり当期純損失 16,438.72円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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)

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   

中間損益計算書上の中間（当期）

純利益（千円）
195,308 655,330

普通株主に帰属しない金額（千

円）
－ －

普通株式に係る中間（当期）純

利益

（千円）

195,308 655,330

期中平均株式数（株） 11,698 25,714

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
  

中間（当期）純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） － 2,013

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）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

旧商法第341条ノ８の規定に基

づく新株引受権１種類（新株

引受権の目的となる株式の数

732株）、新株予約権３種類

（新株予約権の数920個）。

－

－ 18 －



（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　子会社の設立

　平成17年12月20日開催の取締役会

において、当社が今後、事業推進の

過程において遭遇するビジネスチャ

ンスに機動的かつ戦略的に対応する

ことを目的として子会社を設立する

ことを決議し、平成18年２月17日に

子会社を設立いたしました。

　子会社の概要は以下の通りです。

①商号
株式会社ビット
サーフ

②事業内容

運用ソリューショ
ン、システムイン
テグレーション、
人材アウトソーシ
ング、コンサル
ティング

③設立年月日 平成18年２月17日

④所在地
東京都港区港南２
－16－４

⑤代表者
代表取締役

天野信之

⑥資本金
10百万円（当社議
決権比率100％）

⑦決算期 ７月31日

 －  １　新株予約権の発行決議

　平成18年10月26日開催の定時株主

総会において、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に基づき、

当社の取締役、監査役及び使用人（顧

問及び子会社使用人を含む）に対し

ストックオプションとして新株予約

権を発行することを決議いたしまし

た。

（1）新株予約権の目的である株式の

種類及び数

　新株予約権の目的である株式の

種類は当社普通株式とし、各新株

予約権の目的である株式の数（以

下「付与株式数」という。）は１

株とする。

（2）新株予約権の数の上限

　500個を上限とする。

（3）新株予約権の払込金額の要否

　金銭の払込みを要しない。

（4）各新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の算定方法

　各新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、次により

算定される、新株予約権を行使す

ることにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの出資金額

（以下「行使価額」という。）に

付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権の募集

事項を定める取締役会決議の日の

属する月の前月の各日（取引が成

立していない日を除く。）におけ

る大阪証券取引所における当社株

式普通取引の終値の平均値又は新

株予約権の募集事項を定める取締

役会決議の日の前日の大阪証券取

引所における当社株式普通取引の

終値（取引が成立しない場合はそ

れに先立つ直近日の終値）のうち

いずれか高い方に1.025を乗じた金

額とし、また、１円未満の端数は

切り上げる。

（5）新株予約権を行使することがで

きる期間

　平成20年10月27日から平成28年

10月26日までとする。
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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）

２　新株引受権の行使

　平成18年２月28日、平成18年３月

２日及び平成18年３月27日付で新株

引受権（第１回無担保新株引受権付

社債）の行使がありました。新株引

受権の行使により発行した株式の概

要は次の通りです。

①発行株式の種類及び数

普通株式　728株

②発行した株式の発行価額

１株につき122,895円

③発行価額のうち資本へ組入れる額

１株につき61,448円

④発行総額

89,467千円

　これに伴い、発行済株式の総数は

13,737株となり、資本金は

1,197,571千円に資本準備金は

132,632千円になりました。また、

新株引受権付社債による新株引受権

残高はありません。

－ －
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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）

３　株式分割について

　平成18年３月22日開催の取締役会

において、次のように株式分割を決

議しております。

(1）分割の方法

　平成18年４月７日の最終株主名

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

分割する。

(2）分割により増加する株式の種類

普通株式

(3）分割により増加する株式数

13,737株

(4）株式分割の日

平成18年４月７日

(5）配当起算日

平成17年８月１日

　当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の各期における１株

当たり情報

当中間会計期間

１株当たり純資産額

43,481.58円

１株当たり中間純利益

8,347.61円

前事業年度

１株当たり純資産額

32,848.58円

１株当たり当期純損失

16,438.72円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益又は当期純損失について

は、当社株式は非上場であり、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。

－ －
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