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１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月中間期 387 △36.3 △320 ― △316 ― 

18年２月中間期 608 △15.9 △120 ─ △116 ─ 

18年８月期 1,471 △218 △204

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２月中間期 △2,449 ― △54,550 46

18年２月中間期 △108 ─ △2,430 94

18年８月期 △610 △13,665 45

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期　  44,900株 18年２月中間期　 44,615株 18年８月期　  44,674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。

(2）財政状態  （百万円未満切捨）

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２月中間期 5,375 4,463 83.0 99,270 51

18年２月中間期 7,663 7,422 96.8 165,954 96

18年８月期 7,391 7,079 95.8 158,250 73

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 　 44,960株 18年２月中間期　 44,724株 18年８月期    44,733株

　　　②期末自己株式数 19年２月中間期　  372.41株 18年２月中間期   372.41株 18年８月期    372.41株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 867 △459 △2,595

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）57,725円49銭

３．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８月期 ― ― ―

19年８月期（実績） ― ―  

19年８月期（予想） 0  0  0

※　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。

なお、上記予想に関する事項は中間決算短信（連結）添付資料（P７）の「通期の見通し」を参照して下さい。
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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２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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 1,568,246 1,847,506 1,339,500

２．売掛金 214,566 107,467 418,281

３．たな卸資産 107,599 48,654 42,940

４．その他 ※２ 134,485 267,940 223,044

　　貸倒引当金 △1,287 △644 △2,534

流動資産合計 2,023,611 26.4 2,270,924 42.2 2,021,233 27.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 224,645 106,161 105,139

２．無形固定資産 185,578 96,913 179,723

３．投資その他の資
産

 （１）投資有価証券 3,046,986 878,010 2,820,571

 （２）関係会社株式 1,450,000 1,125,000 1,450,000

 （３）関係会社社債 497,856 688,994 591,340

 （４）その他 235,177 209,772 223,572

計 5,230,019 2,901,776 5,085,483

固定資産合計 5,640,243 73.6 3,104,851 57.8 5,370,345 72.7

資産合計 7,663,854 100.0 5,375,776 100.0 7,391,578 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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 99,150 37,723 47,964

２．未払法人税等 9,252 10,517 9,294

３．その他  21,099 45,339 22,755

流動負債合計 129,502 1.7 93,580 1.8 80,014 1.1

Ⅱ　固定負債

１.　関係会社事業損
失引当金

― 701,098 ―

２.　その他 112,182 117,895 232,534

固定負債合計 112,182 1.5 818,994 15.2 232,534 3.1

負債合計 241,685 3.2 912,574 17.0 312,549 4.2

       

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,261,679 42.6 ― ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,533,657 ― ―

２．その他資本剰余
金

2,850 ― ―

資本剰余金合計 3,536,507 46.1 ― ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未
処分利益

454,988 ― ―

利益剰余金合計 454,988 5.9 ― ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

183,564 2.4 ― ― ― ―

Ⅴ　自己株式 △14,570 △0.2 ― ― ― ―

資本合計 7,422,169 96.8 ― ― ― ―

負債資本合計 7,663,854 100.0 ― ― ― ―
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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   ―   3,264,399   3,261,859  

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  ―   3,535,039   3,533,717   

(2）その他資本剰
余金

 ―   2,850   2,850   

資本剰余金合計   ―   3,537,889   3,536,567  

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰
余金

          

繰越利益剰余
金

 ―   △2,496,360   △47,045   

利益剰余金合計   ― ―  △2,496,360   △47,045  

４．自己株式   ― ―  △14,570   △14,570  

株主資本合計   ― ―  4,291,357 79.8  6,736,811 91.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金

  ― ―  171,844   342,218  

評価・換算差額等
合計

  ― ―  171,844 3.2  342,218 4.6

純資産合計   ― ―  4,463,202 83.0  7,079,029 95.8

負債純資産合計   ― ―  5,375,776 100.0  7,391,578 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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 608,808 100.0 387,837 100.0 1,471,280 100.0

Ⅱ　売上原価 382,018 62.8 278,887 71.9 1,011,330 68.7

売上総利益 226,789 37.2 108,949 28.1 459,949 31.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 347,722 57.1 429,069 110.6 678,321 46.1

営業損失 120,933 △19.9 320,119 △82.5 218,371 △14.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 7,526 1.2 5,068 1.3 17,239 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 3,277 0.5 1,517 0.4 3,278 0.2

経常損失 116,684 △19.2 316,568 △81.6 204,410 △13.9

 Ⅵ　特別利益 ※３ 1,048 0.2 451,073 116.3 ― ―

 Ⅶ　特別損失 ※４,５ 23,665 3.9 2,528,175 651.9 430,764 29.3

税引前中間（当期）
純損失

139,302 △22.9 2,393,670 △617.2 635,175 △43.2

法人税、住民税及び
事業税

1,348 2,505 4,153

法人税等調整額 △32,194 △30,845 △5.1 53,139 55,644 14.3 △28,838 △24,684 △1.7

中間（当期）純損失 108,456 △17.8 2,449,315 △631.5 610,490 △41.5

前期繰越利益 563,445 ― ―

中間(当期)未処分利
益

454,988 ― ―
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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９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本
評価・換算差

額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金
利益

剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残
高
（千円）

3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029

中間会計期間中の変動
額

新株の発行（千円） 2,540 1,321  1,321   3,861  3,861

中間純損失（千円）     △2,449,315  △2,449,315  △2,449,315

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）

       △170,373 △170,373

中間会計期間中の変動
額合計
（千円）

2,540 1,321 ― 1,321 △2,449,315 ― △2,445,453 △170,373 △2,615,827

平成19年２月28日　残
高
（千円）

3,264,399 3,535,039 2,850 3,537,889 △2,496,360 △14,570 4,291,357 171,844 4,463,202

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本
評価・換算差

額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金
利益

剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残
高
（千円）

2,806,287 3,081,562 2,850 3,084,412 563,445 △14,127 6,440,017 187,063 6,627,081

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 455,571 452,155  452,155   907,726  907,726

当期純損失（千円）     △610,490  △610,490  △610,490

自己株式の取得      △443 △443  △443

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）
（千円）

       155,154 155,154

事業年度中の変動額合
計
（千円）

455,571 452,155 ― 452,155 △610,490 △443 296,793 155,154 451,948

平成18年８月31日　残
高
（千円）

3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

　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 子会社株式及び関連会社株式

        　同左

(1）有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

        　同左

② その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算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。　

② その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算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　

② その他有価証券

時価のあるもの

　決算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　

(2）たな卸資産

① 原材料

　移動平均法による原価法を採

用しております。      

(2）たな卸資産

① 原材料

同左

(2）たな卸資産

① 原材料

同左

② 仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

② 仕掛品

同左

② 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

定率法を採用しております。

 主な耐用年数

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左 

建物 ３～15年

工具器具備品 ４～15年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間（３

年以内）、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）に基づく定額法

を採用しております。また、営業

権については、５年間で毎期均等

額を償却しております。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間（３

年以内）、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）に基づく定額法

を採用しております。また、のれ

んについては、５年間で毎期均等

額を償却しております。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間（３

年以内）、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）に基づく定額法

を採用しております。また、営業

権については、５年間で毎期均等

額を償却しております。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

株式交付費

同左

４．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）       ─────  (2）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備え

るため、当社が負担すると見込

まれる損失見込額を計上してお

ります。

 (2）     ─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

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

６．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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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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。

　これにより税引前当期純損失は、

99,999千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。　　　　

 ──────  ────── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は純資産の部と同額でありま

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。

──────  （企業結合に係る会計基準等）

　当中間会計期間から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準第

７号）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。

　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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。

 ──────
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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２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度
（平成18年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　45,742千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　  84,084千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　    64,594千円

   

※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、金額的に重

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。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　　1,730千円

　　　受取配当金　　　　　600千円

　　　有価証券利息　　　3,507千円

　　　為替差益　　　　　　958千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　    3,376千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　  4,160千円

　　　有価証券利息　    7,907千円

   

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　新株発行費　　　  3,277千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

賃貸原価　1,436千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　株式交付費　　    3,278千円

   

※３　特別利益の内訳

　　　貸倒引当金戻入益  1,048千円

※３　特別利益の内訳

　　　貸倒引当金戻入益  1,890千円

 投資有価証券売却益

                 449,183千円

※３　　　──────

 

   

※４　特別損失の内訳

　関係会社出資金評価損  

                    9,496千円

　固定資産除却損  　2,654千円

　固定資産臨時償却費

　　　　　　　　　 11,514千円

※４　特別損失の内訳

　固定資産臨時償却費

　　　　　　　　　　4,850千円

減損損失　　　　 31,499千円

貸倒損失　　　　 12,861千円

関係会社事業損失引当金繰入額

　　　　　　　　701,098千円

 関係会社株式評価損

　　　　　　　　 350,000千円 

投資有価証券評価損

              1,426,451千円

投資有価証券売却損

　　　　　　　　　1,413千円

※４　特別損失の内訳

 関係会社出資金評価損　

　　　　　　 　    9,496千円

 固定資産除却損　　8,639千円

固定資産臨時償却費

　　　　　　　 　11,514千円

 減損損失　　　 　99,999千円

投資有価証券評価損  

　　　　　　　　301,114千円

   

10



前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※５　 　　──────

 

 

※５　減損損失

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

いたしました。

用途 種類 場所

サービス事業用

インターネット

ウェブサイト営

業権

のれん 東京都新宿区

（減損損失の認識に至った経緯）

  当社が所有するサービス事業用イン

ターネットウェブサイトの営業権につ

いては、当初想定していた収益を見込

めなくなったため、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、減損損

失31,499千円を特別損失に計上してお

ります。

種類 金額

のれん 31,499千円

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上いた

しました。

用途 種類 場所

賃貸用音楽ダウ

ンロード端末
工具器具備品 東京都新宿区

（減損損失の認識に至った経緯）

　当社が所有する賃貸リース用資産と

しての音楽ダウンロード端末について

は、設置店舗数の伸び悩みから、一部

が遊休状態となっております。これら

については将来の利用見込みが極めて

不透明であるため、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減損し、減損損

失99,999千円を特別損失に計上してお

ります。

種類 金額

工具器具備品 99,999千円

 

（グルーピングの方法）

 当社は、主として事業の区分をもと

に概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位によって資産のグ

ルーピングを行っており、現在遊休状

態にあり、今後も事業の用に供する予

定が極めて不透明なものについては遊

休資産としてグルーピングしておりま

す。

（グルーピングの方法）

同左

（回収可能価額の算定方法等）

  回収可能価額は、使用価値として備

忘価額を付しております。

（回収可能価額の算定方法等）

　回収可能価額は正味売却価額より算

定しておりますが、特定の相手先に対

して賃貸する目的で製造された機器で

あり、売却可能性がないため、備忘価

額によっております。

  

 　６　減価償却実施額

 有形固定資産　　 25,181千円

 無形固定資産　 　22,056千円

　６　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　 19,490千円

　　　無形固定資産　 　24,319千円

　６　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　 51,877千円

　  　無形固定資産　 　50,735千円

11



（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９月１日　至平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 371.51 0.9 ― 372.41

合計 371.51 0.9 ― 372.41

 （注）自己株式の増加は端株の買取によるものであります。

12



①　リース取引関係

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　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．借主側

　①  リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　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．借主側

　①  リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　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．借主側

　①  リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失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）

工具器具備
品

15,991 9,945 6,046

合計 15,991 9,945 6,046

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）

工具器具備
品

15,991 13,143 2,848

合計 15,991 13,143 2,848

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）

工具器具備
品

15,991 11,544 4,447

合計 15,991 11,544 4,447

　②  未経過リース料中間期末残高相

当額等

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

当額等

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

等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,406千円

１年超 3,110千円

合計 6,516千円

１年内 2,346千円

１年超 763千円

合計   3,110千円

１年内　   3,323千円

１年超 1,512千円

合計 4,836千円

　③  支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

　③  支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

　③  支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 2,387千円

減価償却費相当額 2,074千円

支払利息相当額 196千円

支払リース料  1,825千円

減価償却費相当額 1,599千円

支払利息相当額 99千円

支払リース料 4,213千円

減価償却費相当額  3,673千円

支払利息相当額 341千円

　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
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前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 

　２．貸主側

　①  リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高

 

　２．貸主側

　①  リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高

 

　２．貸主側

　①  リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

期末残高

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

中間期末
残高
（千円）

工具器具備
品

100,000 20,957 79,042

合計 100,000 20,957 79,042

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

中間期末
残高
（千円）

工具器具備
品

100,000 50,124 49,875

合計 100,000 50,124 49,875

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

期末残高
（千円）

工具器具備
品

100,000 38,840 61,159

合計 100,000 38,840 61,159

　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 32,610千円

１年超 49,109千円

合計 81,720千円

１年内 34,301千円

１年超 14,807千円

合計 49,109千円

１年内 33,445千円

１年超 32,175千円

合計  65,621千円

　③  受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

　③  受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

　③  受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 18,000千円

減価償却費 17,882千円

受取利息相当額 2,302千円

受取リース料  18,000千円

減価償却費  11,283千円

受取利息相当額 1,488千円

受取リース料 36,000千円

減価償却費 35,765千円

受取利息相当額 4,202千円

　④　利息相当額の算定方法

　 　　　利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によって

おります。

　④　利息相当額の算定方法

同左

　④　利息相当額の算定方法

同左

　　（減損損失について）

　 　　　リース資産に配分された減損

損失はありません。

　　（減損損失について）

同左

  （減損損失について）

同左 
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②　有価証券関係

前中間会計期間末（平成18年２月28日）、当中間会計期間末（平成19年２月28日）及び前事業年度末（平成18

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。

15



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日

　　至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額　 165,954.96円

１株当たり中間純損失金額

　　　　　　　　　 　2,430.94円

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、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額　  99,270.51円

１株当たり中間純損失金額

　　　　　　        54,550.46円

同左

１株当たり純資産額   158,250.73円

１株当たり当期純損失金額

　　　　　　　　　　  13,665.45円

  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、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 108,456 2,449,315 610,490

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）純損失
（千円）

108,456 2,449,315 610,490

普通株式の期中平均株式数（株） 44,615 44,900 44,674

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 ― ― ―

　普通株式増加数（株） ― ― ―

　（うち新株予約権（株）） (―) （―） （―）

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

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,757
株）

新株予約権４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,414
株）

新株予約権４種類(目的となる
株式の数2,670株）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間末（平成18年２月28日）、当中間会計期間末（平成19年２月28日）及び前事業年度末（平成18年８月

31日）

該当事項はありません。
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