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１．平成19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 4,801 9.5 114 85.4 130 68.6 143 117.9

18年10月中間期 4,384 6.9 61 50.7 77 7.2 65 ―

19年４月期 8,707 ― 142 ― 161 ― 137 ―

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

円 銭 円 銭

19年10月中間期 36 45 22 48

18年10月中間期 18 74 12 22

19年４月期 38 47 23 81

（参考）持分法投資損益 19年10月中間期 ―百万円 18年10月中間期 ―百万円 19年４月期 ―百万円

(2）連結財政状態

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10月中間期 5,402 2,271 41.8 572 78

18年10月中間期 5,490 1,955 34.7 541 00

19年４月期 ― 2,199 ― 554 38

（参考）自己資本 19年10月中間期 2,256百万円 18年10月中間期 1,903百万円 19年４月期 ―百万円

 ※当社は連結子会社であったアイティピクチャー株式会社を平成19年１月１日に合併しており、平成19年４月期連結会計年度末では連結子会社

がありませんでした。このため平成19年４月期連結会計年度末では連結貸借対照表を作成しておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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10月中間期 195 11 △103 595

18年10月中間期 78 64 612 1,088

19年４月期 △171 63 235 491

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 － － － 10 00 10 00

20年４月期 － － － －

20年４月期（予想） － － － 10 00 10 00

３．平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,000 3.4 143 0.7 160 △1.1 168 23.3 26 26
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社 （社名　EIPCサポート株式会社） 除外 0社  

（注）詳細は、5ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月中間期 3,947,698株 18年10月中間期 3,518,321株 19年４月期 3,947,698株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 8,221株 18年10月中間期 721株 19年４月期 721株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 4,801 10.5 114 88.3 130 69.0 143 117.9

18年10月中間期 4,345 7.2 60 154.2 77 36.9 65 ―

19年４月期 8,659 ― 139 ― 159 ― 172 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年10月中間期 36 45

18年10月中間期 18 74

19年４月期 48 18

(2）個別財政状態

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10月中間期 5,412 2,271 41.7 572 78

18年10月中間期 5,399 1,876 34.6 531 14

19年４月期 5,138 2,199 42.6 554 38

（参考）自己資本 19年10月中間期 2,256百万円 18年10月中間期 1,868百万円 19年４月期 2,188百万円

２．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,000 3.9 143 2.7 160 0.1 168 △2.4 26 26

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績見通しは、現時点における事業環境及び情報に基づくものであり、リスクや不確実要素を含んでいます。

実際の業績は、今後の経済情勢、市場環境変化など様々な要因によって見通しと異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、堅調な企業業績に支えられ設備投資の増加、雇用情

勢の改善と緩やかな回復基調を維持いたしました。しかしながら、その一方で原油価格の高騰や米国経済の減速感等

の景気の先行き不安を払拭できない状況にあります。

　このような状況の中、当社グループは、当社の強みである技術提案型営業を積極的に推し進め、中期経営計画に基

づき、組込みパソコン、制御システム、ロボットエンジニアリングなどの先端技術を駆使し、お客様の自動化・合理

化のお役に立てる「確かなモノつくり」の取り組みを進めるとともに、推進しております事業提携の相乗効果も加わ

り、組込みパソコンの製造・販売が堅調に推移いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は、48億1百万円（前中間連結会計期間比9.5％増）、営業利益1億1千4百万

円（前中間連結会計期間比85.4％増）、経常利益1億3千万円（前中間連結会計期間比68.6％増）となりました。また、

中間純利益は、投資有価証券売却益を計上したこと等により1億4千3百万円（前中間連結会計期間比117.9％増）とな

りました。

(2）通期の見通し 

　今後の見通しにつきましては、当社グループは、前述した経営方針に基づいて事業運営を遂行し、変化の激しい時

代のなかで、市場改革の潮流を見極め、新しい時代に適応し得る企業体質の構築に向けて鋭意経営努力を続ける所存

であります。

　通期会計年度における業績につきましては、連結売上高90億円、営業利益1億4千3百万円、経常利益1億6千万円、当

期純利益1億6千8百万円を見込んでおります。

(3）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により1億9千5百万円増加、投資活動により1千1百

万円増加しました一方、財務活動により1億3百万円減少し、差引1億3百万円の増加となり為替換算差額が0百万円増加

した結果、当中間連結会計期間末の資金残高は5億9千5百万円となりました。

また、当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローは、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）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は1億9千5百万円（前年同期比148.8％増）となりました。

主な増加要因は、税金等調整前中間純利益1億4千7百万円と仕入債務が2億3千6百万円増加したこと事等によるもので

あり、主な減少要因は、売上債権が2億1千7百万円増加した事等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は1千1百万円（前年同期は6千4百万円の収入）となりま

した。主な要因は、投資有価証券の売却による収入が2千万円ありましたが、有形固定資産及び無形固定資産の取得に

よる支出8百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計期間において財務活動の結果、支出した資金は1億3百万円（前年同期は6億1千2百万円の収入）となりま

した。これは、財務内容改善に努め、長期借入金の返済による支出6千2百万円と、配当金の支払による支出3千8百万

円によるものであります。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分に関する基本的な考え方は、株主各位に対する安定的な利益還元を行ないつつそれを高めるととも

に、市場ニーズに柔軟に応じる製品開発及び設備の合理化投資等、事業体質の強化をはかるため内部留保を厚くして

安定した経営基盤を確保し株主資本利益率の向上に努めることと考えております。

配当金につきましては、業績、内部留保、キャッシュ・フロー、今後の業績見込みを勘案し安定的な配当の継続を基

本方針としております。

　なお、当期の配当につきましては、上記方針を踏まえつつ、１株当たり普通配当10円を予定しております。
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(5）事業等のリスク

 当社グループの事業展開について影響を及ぼす可能性のあるリスクとして次のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計年度末現在において判断したものであり、当社グループの事業に

関するすべてのリスクを網羅したものではありません。

①　景気の動向によるリスク

　当社グループの売上高の重要な部分を占める電子機器事業は、ＩＴ関連産業、自動車関連産業、医療機器関連産業

やアミューズメント関連産業の企業を顧客としておりますが、これら業界における景気後退による需要の縮小は、当

社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　技術力・サービスの提供によるリスク

　当社グループの事業におきましては、顧客のニーズに即した製品の開発やサービスの提供が重要な要素となります。

このようなニーズに対処して顧客満足度を向上させ、製品およびサービスに対する付加価値を維持していくため、技

術力の研磨を重ね、新製品開発力の強化をはかってまいりますが、業界の変化を充分に予測できず、顧客満足度を向

上させる製品およびサービスを提供できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能

性があります。

③　製造物責任賠償によるリスク

　当社グループは、国際標準化機構の品質管理基準に従って製品作りを行っておりますが、製品の欠陥が発生しない

という保証はありません。製造物責任賠償については保険に加入してはいますが、製造物責任賠償につながるような

製品の欠陥は、当社グループに対する評価を低下させ業績に悪影響を及ぼす可能性があります。　
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２．企業集団の状況
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（注）１．EIPCサポート株式会社は連結子会社であります。上海明生軟件有限公司は関連会社であります。

インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合はその他の関係会社であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、働くことによってお客様に喜びを提供し社会に喜びで貢献、従業員が喜びを共有することを基本

理念としております。

　当社グループは、創業以来「マイクロエレクトロニクス・メカトロニクス」をキーテクノロジーに「電機・電子部

品卸売／技術商社」として、ＦＡ分野においては多様な制御システム技術を蓄積、ＯＡ分野・ＩＴ関連分野において

も、積極的にビジネスフィールドを広げてまいりました。

　昨年度、策定した中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プラン」に基づき、「電機・電子部品卸売／技術商社」から、あら

ゆる側面からモノつくり企業の生産工程を支援する企業（「モノつくり産業における川上から川下までのトータルソ

リューション企業」）へと変革し、開発機能、エンジニアリング機能、商社機能、生産機能のパワーを統合し未来に

向けて躍進を続けてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、連結売上高営業利益率4.7%、インタレストカバレッジレシオ20倍を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　今後の経済環境については、堅調な企業業績に支えられ設備投資の増加、雇用情勢の改善と緩やかな回復基調を維

持いたしました。しかしながら、その一方で原油価格の高騰や米国経済の減速感等の景気の先行き不安を払拭できな

い状況にあります。

　このような状況においても、当社グループは昨年度に策定した中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プラン」に基づき、全

社戦力を「モノつくり企業の開発・設計段階からサービスを提供することによる、モノつくり産業における川上から

川下までのトータルソリューションサービスの提供」とし、以下のとおり、各ビジネスの戦略を実践してまいりま

す。

①　電機・電子部品卸売ビジネス

　　　モノつくり企業の開発・設計段階から、あらゆるニーズに対応し、購買代理機能を強化することで、顧客の

　　より一層の信頼を勝ち取る。

②　ＦＡエンジニアリングビジネス

　　　モノつくり企業を支援するＦＡ関連企業に対して、開発・設計段階からエンジニアリング・技術人材サービス

　　を提供し、ＦＡエンジニアリング会社としての確固たる地位を確立する。

③　産業用組込みＰＣビジネス

　　　当社グループの強みである提案型営業を積極的に推進し、産業組込みＰＣの拡販、ＦＡ関連企業へのネット

　　ワーク・ストレージサービスの提供を行い、市場を創造する。

(4）会社の対処すべき課題

　今後の経済環境については、堅調な企業業績に支えられ設備投資の増加、雇用情勢の改善と緩やかな回復基調を維

持いたしました。しかしながら、その一方で原油価格の高騰や米国経済の減速感等の景気の先行き不安を払拭できな

い状況にあります。

　このような状況においても、当社グループは引き続き顧客に満足を頂ける「確かなモノつくり」と培った技術力を

活かした提案型営業に注力し受注基盤の強化を図るとともに、昨年度、策定した中期経営計画「ＮＥＸＴ５０プラン」

に基づき、現在までに培った技術力、顧客との密接な関係、今後新たに獲得する新技術やソリューションを武器に、

あらゆる側面からモノつくり企業の生産工程を支援する企業「モノつくり産業における川上から川下までのトータル

ソリューション企業」へと変革し企業価値向上に努めてまいります。

また、人材の育成、業務の改善を継続的に実施し、経営の効率化と企業の透明度を高め社会に貢献できる企業へと推

進してまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用

　本事項の詳細につきましては、平成18年5月31日付で株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、開示いたしました

「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご参照ください。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

当社は連結子会社であったアイティピクチャー株式会社を平成19年１月１日に合併しており、平成19年４月期連結会計年度末では連結

子会社がありませんでした。このため平成19年４月期連結会計年度末では連結貸借対照表を作成しておりません。

  
前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

対前中間期
比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※２  1,598,127   1,105,323   

２．受取手形及び売掛
金

  2,304,462   2,797,229   

３．たな卸資産   309,046   360,606   

４．繰延税金資産   234   －   

５．その他   58,092   32,748   

貸倒引当金   △5,391   △3,051   

流動資産合計   4,264,571 77.7  4,292,855 79.5 28,283

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1)建物及び構築物 ※２ 319,597   302,735    

(2)土地 ※２ 404,316   390,073    

(3)その他  57,395 781,309 14.2 22,692 715,501 13.2 △65,807

２．無形固定資産   23,586 0.4  42,357 0.8 18,771

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※２ 339,923   277,545    

(2)その他  125,210   93,738    

貸倒引当金  △43,623 421,510 7.7 △19,663 351,620 6.5 △69,890

固定資産合計   1,226,405 22.3  1,109,479 20.5 △116,926

資産合計   5,490,977 100.0  5,402,334 100.0 △88,642

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   664,048   833,297   

２．短期借入金 ※２  250,000   ―   

３．一年内返済予定長
期社債

  ―   1,500,000   

４．一年内返済予定長
期借入金

※２  224,000   124,000   

５．未払法人税等   7,595   7,442   

６．賞与引当金   33,781   34,455   

７．その他   72,713   113,545   

流動負債合計   1,252,139 22.8  2,612,741 48.4 1,360,601
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前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

対前中間期
比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,500,000   －   

２．長期借入金 ※２  664,000   390,000   

３．繰延税金負債   58,170   46,291   

４．退職給付引当金   59,861   56,075   

５．負ののれん   －   17,294   

６．その他   1,302   8,001   

固定負債合計   2,283,334 41.6  517,662 9.6 △1,765,672

負債合計   3,535,474 64.4  3,130,403 58.0 △405,070

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　１. 資本金   954,798 17.4  1,053,908 19.5 99,110

　２. 資本剰余金   367,714 6.7  466,824 8.6 99,110

　３. 利益剰余金   437,983 8.0  613,636 11.4 175,653

　４. 自己株式   △1,202 0.0  △4,218 △0.1 △3,016

株主資本合計   1,759,293 32.1  2,130,151 39.4 370,858

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券
評価差額金

  143,750 2.6  126,297 2.3 △17,452

　　評価・換算差額等
合計

  143,750 2.6  126,297 2.3 △17,452

Ⅲ　新株予約権   7,726 0.1  15,481 0.3 7,754

Ⅳ　少数株主持分   44,733 0.8  － － △44,733

純資産合計   1,955,503 35.6  2,271,930 42.0 316,427

負債純資産合計   5,490,977 100.0  5,402,334 100.0 △88,642
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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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,384,341 100.0  4,801,768 100.0 417,426  8,707,147 100.0

Ⅱ　売上原価   3,907,973 89.1  4,278,138 89.1 370,165  7,767,428 89.2

売上総利益   476,368 10.9  523,629 10.9 47,261  939,719 10.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  414,763 9.5  409,413 8.5 △5,349  797,672 9.2

営業利益   61,604 1.4  114,215 2.4 52,610  142,046 1.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  696   1,712    2,228   

２．受取配当金  4,029   5,019    5,756   

３．仕入割引  8,957   9,570    17,458   

４．デリバティブ評
価益

 10,145   －    13,828   

５．賃貸収入  24,686   4,804    28,800   

６. 積立保険返戻金  11,895   －    11,895   

７．負ののれんの償却
額

 －   2,075    1,383   

８．為替差益  －   3,340    －   

９．その他  2,550 62,961 1.5 2,570 29,095 0.6 △33,866 10,658 92,009 1.1

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  16,947   9,871    29,525   

２．賃貸費用  21,269   1,716    24,541   

３．その他  9,003 47,220 1.1 1,324 12,913 0.3 △34,307 18,132 72,199 0.8

経常利益   77,346 1.8  130,398 2.7 53,051  161,856 1.9

Ⅵ　特別利益            

１. 固定資産売却益 ※２ 5,393   －    12,365   

２．投資有価証券売
却益

 －   18,700    999   

３．貸倒引当金戻入
益

 1,016   －    2,418   

４．抱合せ株式消滅
益

 － 6,409 0.1 － 18,700 0.4 12,290 1,653 17,438 0.2

Ⅶ　特別損失            

１. 減損損失 ※５ －   －    14,242   

２. 固定資産売却損 ※３ 1,881   －    1,881   

３. 固定資産除却損 ※４ －   949    42   

４. 投資有価証券評
価損

 －   706    －   

５. 会員権売却損  －   －    128   

６. 役員退職金  10,278   －    10,278   

７. シンジケートロー
ン解約損

 －   －    4,205   

８. その他  － 12,159 0.3 － 1,656 0.0 △10,503 1,395 32,173 0.4
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前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

税金等調整前中間
（当期）純利益

  71,596 1.6  147,441 3.1 75,845  147,121 1.7

法人税、住民税及
び事業税

 5,793   3,742    9,198   

法人税等調整額  △202 5,591 0.1 － 3,742 0.1 1,849 32 9,230 0.1

少数株主利益   60 0.0  － － △60  521 0.0

中間(当期)純利益   65,945 1.5  143,699 3.0 77,754  137,368 1.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年４月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

954,798 367,714 407,213 △1,202 1,728,523

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 （注）   △35,176  △35,176

中間純利益   65,945  65,945

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

－ － 30,769 － 30,769

平成18年10月31日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

954,798 367,714 437,983 △1,202 1,759,293

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年4月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

166,664 166,664 － 44,673 1,939,861

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △35,176

中間純利益     65,945

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△22,914 △22,914 7,726 60 △15,127

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

△22,914 △22,914 7,726 60 15,642

平成18年10月31日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

143,750 143,750 7,726 44,733 1,955,503

　（注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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　当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年４月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

1,053,908 466,824 509,406 △1,202 2,028,937

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △39,469  △39,469

中間純利益   143,699  143,699

自己株式の取得及び処分    △3,016 △3,016

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

  104,230 △3,016 101,214

平成19年10月31日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

1,053,908 466,824 613,636 △4,218 2,130,151

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成19年4月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

159,173 159,173 11,642 － 2,199,753

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △39,469

中間純利益     143,699

自己株式の取得及び処分     △3,016

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△32,875 △32,875 3,838 － △29,036

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

△32,875 △32,875 3,838 － 72,177

平成19年10月31日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

126,297 126,297 15,481 － 2,271,930
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　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年４月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

954,798 367,714 407,213 △1,202 1,728,523

連結会計年度中の変動額      

合併による新株の発行 6,110 6,110   12,220

増資による新株の発行 93,000 93,000   186,000

剰余金の配当 （注）   △35,176  △35,176

当期純利益   137,368  137,368

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

99,110 99,110 102,192 － 300,413

平成19年４月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

1,053,908 466,824 509,406 △1,202 2,028,937

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年4月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

166,664 166,664 － 44,673 1,939,861

連結会計年度中の変動額      

合併による新株の発行     12,220

増資による新株の発行     186,000

剰余金の配当（注）     △35,176

当期純利益     137,368

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△7,491 △7,491 11,642 △44,673 △40,521

連結会計年度中の変動額合計
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

△7,491 △7,491 11,642 △44,673 259,891

平成19年４月30日　残高
　　　　　　　　　　　　　　（千円）

159,173 159,173 11,642 － 2,199,753

　（注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
　（自 平成19年５月１日

至 平成19年10月31日)
対前中間期比

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18年５月１日
至 平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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
 71,596 147,441 75,845 147,121

減価償却費  27,246 18,386 △8,860 48,126

減損損失  － － － 14,242

長期前払費用償却  1,229 305 △924 992

社債発行費償却  2,681 － △2,681 2,681

株式報酬費用  1,408 3,954 2,546 5,512

貸倒引当金の増加額

（△減少額）
 4,076 － △4,076 176

賞与引当金の増加額

（△減少額）
 △378 1,465 1,843 △1,170

退職給付引当金の増加

額(△減少額)
 7 1,233 1,226 △5,012

受取利息及び受取配当

金
 △4,726 △6,732 △2,006 △7,984

抱合せ株式消滅益  － － － △1,653

負ののれん償却  － △2,075 △2,075 △1,383

支払利息  16,947 9,871 △7,075 29,525

為替差損（△差益）  165 △469 △635 △635

デリバティブ評価益  △10,145 － 10,145 △13,828

固定資産売却益  △5,393 － 5,393 △12,365

固定資産売却損  1,881 － △1,881 1,881

固定資産除却損  900 949 49 42

投資有価証券売却益  － △18,700 △18,700 －

投資有価証券評価損  － 706 706 1,078

会員権売却損  － － － 128

売上債権の減少額

(△増加額)
 18,581 △217,489 △236,071 △256,696

破産債権等の減少額  130 － △130 1,690

たな卸資産の減少額  △93,878 △15,089 78,789 △130,349

その他流動資産の減少

額(△増加額)
 △3,606 9,963 13,570 10,420

その他固定資産の減少

額(△増加額)
 52,546 △876 △53,422 55,711
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前中間連結会計期間

　（自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
　（自 平成19年５月１日

至 平成19年10月31日)
対前中間期比

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18年５月１日
至 平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

仕入債務の増加額

（△減少額）
 66,719 236,746 170,026 △776

その他流動負債の増加

額(△減少額)
 △44,044 38,415 82,459 △35,593

その他固定負債の増加

額（△減少額）
 60 △626 △686 6,755

その他  － △116 △116 4,895

小計  104,005 207,265 103,260 △136,467

利息及び配当金の受取

額
 4,726 6,714 1,987 7,915

利息の支払額  △16,894 △9,821 7,072 △30,372

法人税等の支払額  △13,294 △8,701 4,593 △12,690

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 78,542 195,456 116,913 △171,614

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
 － △5,170 △5,170 △5,199

有形固定資産の売却に

よる収入
 21,310 － △21,310 59,360

無形固定資産の取得に

よる支出
 △1,255 △3,291 △2,036 △26,061

投資有価証券の売却に

よる収入
 44,878 20,000 △24,878 44,878

出資金の出資による支

出
 △1 － 1 －

会員権の売却による収

入
 － － － 2,571

連結子会社合併に伴う

少数株主への支払額
 － － － △12,220

 その他  － － － △241

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 64,933 11,538 △53,395 63,087
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前中間連結会計期間

　（自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
　（自 平成19年５月１日

至 平成19年10月31日)
対前中間期比

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18年５月１日
至 平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー
     

短期借入金の純減少額  △245,000 － 245,000 △495,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △112,000 △62,000 50,000 △424,000

社債の発行による収入  997,318 － △997,318 997,318

自己株式取得による支

出
 － △3,016 △3,016 －

新株の発行による収入  － － － 185,141

新株予約権の発行によ

る収入
 6,318 － △6,318 6,318

配当金の支払額  △34,537 △38,147 △3,610 △34,636

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 612,099 △103,163 △715,262 235,141

Ⅳ　現金及び現金同等物に係

る換算差額

（△減少額）

 △165 469 635 635

Ⅴ　現金及び現金同等物の増

加額（△減少額）
 755,409 104,300 △651,108 127,249

Ⅵ　現金及び現金同等物の期

首残高
 332,718 491,022 158,304 332,718

Ⅶ　非連結子会社の合併に伴

う現金及び現金同等物の

増加額

 － － － 31,054

Ⅷ　現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
※ 1,088,127 595,323 △492,804 491,022
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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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　１社

連結子会社名

アイティピクチャー株式会社

(1)連結子会社の数　　1社

連結子会社名

 EIPCサポート株式会社

平成19年10月31日付で連結子会

社であるEIPCサポート株式会社を

設立しております。

(1)連結子会社の数　　－社

従来連結子会社であったアイ

ティピクチャー株式会社は、平成

19年１月１日に当社が吸収合併し

ているため、平成18年12月31日迄

の同社の経営成績を連結財務諸表

に含めております。

(2)非連結子会社名

株式会社ダイトー・マルチ・

プランニング

(2)　　　　　― (2)　　　　　―

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社株式会社ダイ

トー・マルチ・プランニングは、

小規模であり、総資産、売上高、

中間純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため、連結

の範囲から除外しております。

 

 

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用しない非連結子会

社または関連会社のうち主要な会

社等の名称

株式会社ダイトー・マルチ・プ

ランニング

上海明生軟件有限公司

　持分法を適用しない非連結子会

社または関連会社のうち主要な会

社等の名称

上海明生軟件有限公司

　持分法を適用しない非連結子会

社または関連会社のうち主要な会

社等の名称

 上海明生軟件有限公司

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、中間純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

同　左

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　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。

同　左 　　　　　　　―

４．会計処理基準に関する事

項

(1)重要な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

時価のあるもの

中間連結決算日の市場

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）

(1)重要な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

時価のあるもの

同　左

(1)重要な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

時価のあるもの

連結決算日の市場価格

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）

時価のないもの

移動平均法による原価

法

時価のないもの

同　左

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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同　左

②　デリバティブ

同　左

③　たな卸資産

　　　商品・原材料

先入先出法による原価法

③　たな卸資産

 

同　左

③　たな卸資産

 

同　左

　　　製品・仕掛品

個別法による原価法

 

 

 

 

　　　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法

 

 

 

 

(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

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法、賃貸用器具備品につい

ては、賃貸期間を償却年数と

し、賃貸期間満了時の賃貸資

産の見積処分価額を残存価額

とする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　　　　　15年～47年

　　　 機械装置　　　 7年～15年

(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

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（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　　　　　15年～47年

　　　 機械装置　　　 7年～15年

(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

旧定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については旧

定額法、賃貸用器具備品につ

いては、賃貸期間を償却年数

とし、賃貸期間満了時の賃貸

資産の見積処分価額を残存価

額とする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　　　　　15年～47年

 機械装置　　　 7年～15年

（会計方針の変更）

  法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、

平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更

しております。

　なお、この変更に伴う当

中間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微でありま

す。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により

取得価額の５％に達した連

結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上し

ております。

　なお、この変更に伴う当

中間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微でありま

す。

ダイトーエムイー(株) （9923）平成 20 年４月期中間決算短信

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）による定額法を採用し

ております。

②　無形固定資産

同　左

②　無形固定資産

同　左

③　　　　―

 

③　　長期前払費用　　

　定額法 

③　長期前払費用

　　　同　左

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

　支出時に全額費用処理し

ております。

（会計処理の変更）

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19

号）を適用しております。

　これにより経常利益及び

税金等調整前中間純利益が

1,787千円減少しております。

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　　　　　―

 

(3)重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

　支出時に全額費用処理し

ております。

②   　 　　―       ②　　　　　―

　　　　

②　株式交付費

　支出時に全額費用処理し

ております。

 （会計処理の変更）

 　当連結会計年度より「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19号）

を適用しております。

 これにより経常利益及び税

金等調整前当期純利益が　

　2,360千円減少しており

ます。

(4)負ののれんの償却の方法

　　　　　　―

(4)負ののれんの償却の方法

５年間均等償却

(4)負ののれんの償却の方法

同　左

(5)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に

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。

(5)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同　左

(5)重要な引当金の計上基準

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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充

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　退職給付引当金

　従業員の退職給付に充て

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

額及び年金資産額に基づき

計上しております。

③　退職給付引当金

同　左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に充て

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務額及

び年金資産額に基づき計上

しております。

(6)重要な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。

(6)重要なリース取引の処理方法

同　左

(6)重要なリース取引の処理方法

同　左

(7)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の特例処理の要

件を満たす金利スワップ

特例処理を適用しており

ます。

(7)重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同　左

 

(7)重要なヘッジ会計の方法

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

金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

ヘッジ対象

　借入金利

ヘッジ対象

同　左

ヘッジ対象

同　左

③　ヘッジ方針

　金利変動リスクに備え

キャッシュ・フローを固定

する目的でヘッジ取引を

行っております。

③　ヘッジ方針

同　左

③　ヘッジ方針

同　左

(8)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

(8)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

(8)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は税抜

方式によっております。

同　左 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

　手許現金及び要求払預金のほ

か、取得日より３ヶ月以内に満

期日が到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ価

格の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資から

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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

　当中間連結会計期間から「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

計基準委員会　平成17年12月９日企業会計基

準第５号）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

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は1,903,043千円であります。

　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財務諸表は、

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。

　　　　　　───── 　　　　　　─────

(ストック・オプション等に関する会計基準)

　当中間連結会計期間から「ストック・オ

プション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８号）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

計基準委員会　最終改正平成18年５月31日

　企業会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。

　これにより、営業利益が1,412千円、経常

利益及び税金等調整前中間純利益が1,408千

円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当

該箇所に記載しております。

　　　　　　───── (ストック・オプション等に関する会計基準)

　当連結会計年度から「ストック・オプショ

ン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

８号）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

委員会　最終改正平成18年５月31日　企業

会計基準適用指針第11号）を適用しており

ます。

　これにより、営業利益が5,512千円、経常

利益及び税金等調整前当期純利益が5,324千

円それぞれ減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該

箇所に記載しております。

　　　　　　───── 　　　　　　───── (企業結合に係る会計基準)

　当連結会計年度より「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「事業分離等に係る会計基準会

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

業結合会計基準およ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　

最終改正　平成18年12月22日　企業会計基

準適用指針第10号)を適用しております。

　これにより、税金等調整前当期純利益が

1,653千円増加しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（中間連結損益計算書）

　「積立保険返戻金」は、営業外収益総額

の100分の10を超えたため、当中間連結会

計期間より区分掲記することとしました。

　なお、前中間連結会計期間は営業外収益

の「その他」に82千円含まれております。

（中間連結損益計算書）

　　　　　　─────

（連結損益計算書）

　「積立保険返戻金」は、営業外収益総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年

度より区分掲記することとしました。

　なお、前連結会計年度は営業外収益の「そ

の他」に922千円含まれております。
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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10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計期間末 
（平成19年４月30日） 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

629,637千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

562,225千円

※１　　　 ─────

 

※２　担保に供している資産

(1)下記債務に対し、次の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

※２　担保に供している資産

(1)下記債務に対し、次の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

※２　　　 ─────

建物及び構築物 173,537千円

土地 352,351千円

計 525,889千円

建物及び構築物 122,377千円

土地 283,578千円

計 405,955千円

対応債務 対応債務

短期借入金 150,000千円

一年内返済予定長

期借入金
224,000千円

長期借入金 664,000千円

計 1,038,000千円

短期借入金 － 

一年内返済予定長

期借入金
124,000千円

長期借入金 390,000千円

計 514,000千円

(2)取引保証金の代用とし、次の資産を差

入れております。

(2)取引保証金の代用とし、次の資産を差

入れております。

預金 100,000千円

投資有価証券 67,800千円

計 167,800千円

預金 100,000千円

投資有価証券 59,000千円

計 159,000千円

３　受取手形裏書譲渡高 652,440千円 ３　受取手形裏書譲渡高 562,050千円 ３　　　　 ─────  
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額

役員報酬 35,475千円

給料手当 129,844千円

賞与引当金繰入額 17,971千円

退職給付費用 4,248千円

貸倒引当金繰入額 5,092千円

役員報酬 23,700千円

給料手当 145,704千円

賞与引当金繰入額 19,001千円

退職給付費用 4,788千円

 手数料 　50,511千円 

役員報酬 60,768千円

給料手当 260,679千円

賞与引当金繰入額 17,971千円

退職給付費用 5,310千円

貸倒引当金繰入額 2,751千円

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

※２　　　　───── ※２　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

建物及び構築物 5,208千円

土地 185千円

　　計 5,393千円

建物及び構築物 5,208千円

機械装置及び運搬具 115千円

工具器具備品 6,856千円

土地 185千円

　　計 12,365千円

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

※３　　　　　───── ※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

土地 1,881千円

　　計 1,881千円

土地 1,881千円

　　計 1,881千円

※４　　　　　─────  ※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

 ※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

建物 169千円

機械装置及び運搬具 708千円

車輌運搬具 48千円

工具器具備品 23千円

　　計 949千円

機械装置及び運搬具 42千円

　　計 42千円

※５　　　　　───── ※５　　　　　───── ※５　減損損失

当社グループは、以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

処分予定資産 土地 岐阜県土岐市

（資産のグルーピングの方法）

当社グループは、主に各事業所を単位と

して資産のグルーピングを行っております。

（減損損失の認識に至った経緯）

周辺地価の継続的な下落により、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として認識しました。

（減損損失の金額）

減損損失の内訳は、土地14,242千円であ

ります。

（回収可能価額の算定方法）

回収可能価額は、正味売却価額により測

定しております。正味売却価額は路線価及

び近隣売買事例を勘案した合理的な見積額

を使用しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10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）

発行済株式     

　　普通株式 3,518 － － 3,518

合計 3,518 － － 3,518

自己株式     

　　普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結会
計期間末残高
　　（千円）

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

提出会社

　　（親会

社）

第１回転換

社債型新株

予約権付社

債 (注)

普通株式 － 2,450 － 2,450 －

ストック・

オプション

としての新

株予約権

－ － － － － 7,726

合計 － － － － － 7,726

　(注)第１回転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３.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７月28日

定時株主総会
普通株式 35,176 10 平成18年４月30日 平成18年７月28日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、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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当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10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）

発行済株式     

　　普通株式 3,947 － － 3,947

合計 3,947 － － 3,947

自己株式     

　　普通株式(注) 0 7 － 8

合計 0 7 － 8

　(注)普通株式の自己株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間連結会
計期間末残高
　　（千円）

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

提出会社

　　（親会

社）

第１回転換

社債型新株

予約権付社

債 

普通株式 2,450 － － 2,450 ―

ストック・

オプション

としての新

株予約権

－ － － － － 15,481

合計 － － － － － 15,481

３.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19年７月27日

定時株主総会
普通株式 39,469 10 平成19年４月30日 平成19年７月30日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、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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前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30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

 
前連結会計年度末株式
数（千株）

当連結会計年度増加株
式数（千株）

当連結会計年度減少株
式数（千株）

当連結会計年度末株式
数（千株）

発行済株式     

　　普通株式(注) 3,518 429 － 3,947

合計 3,518 429 － 3,947

自己株式     

　　普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0

　(注)普通株式の増加429千株は、連結子会社の合併に伴う新株発行による増加29千株、及び第三者割当増資によ　

　る増加400千株によるものです。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当連結会計年
度末残高
（千円）

前連結会計年
度末

当連結会計年
度増加

当連結会計年
度減少

当連結会計年
度末

提出会社

　 （親会

社）

第１回転換

社債型新株

予約権付社

債(注)

普通株式 － 2,450 － 2,450 －

ストック・

オプション

としての新

株予約権

－ － － － － 11,642

合計 － － － － － 11,642

　(注)第１回転換社債型新株予約権付社債の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３.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７月28日

定時株主総会
普通株式 35,176 10 平成18年４月30日 平成18年７月28日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年７月27日

定時株主総会
普通株式 39,469 利益余剰金 10

平成19年４月30

日

平成19年７月30

日
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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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,598,127千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△510,000千円

現金及び現金同等物 1,088,127千円

現金及び預金勘定 1,105,323千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△510,000千円

現金及び現金同等物 595,323千円

現金及び預金勘定 1,001,022千円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△510,000千円

現金及び現金同等物 491,022千円

（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 90,870 292,791 201,920

(2)その他 － － －

合計 90,870 292,791 201,920

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

子会社株式 30,000

関連会社株式 1,174

(2)その他有価証券  

非上場株式 15,957

当中間連結会計期間末（平成19年10月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 89,830 262,419 172,589

(2)その他 － － －

合計 89,830 262,419 172,589

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

子会社株式 －

関連会社株式 467

(2)その他有価証券  

非上場株式 14,657

 　　　前連結会計年度末（平成19年４月30日現在）

当連結会計年度に係る「有価証券関係」に関する注記については連結貸借対照表を作成していないため、個別財

務諸表の注記事項の「有価証券関係」に記載しております。

（デリバティブ取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

１.　ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　916千円

　　売上原価　　　　　　　495千円

２.　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び執行役員　９名

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
普通株式 234,000株

付与日 平成18年６月13日

権利確定条件 なし

対象勤務期間 なし

権利行使期間 自　平成18年６月14日　至　平成20年６月11日

権利行使価格（円） 408円

付与日における公正な評価単価（円） 27円

（注）株式数に換算して記載してあります。

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ４名、当社執行役員 ４名、

当社社員 91名

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）1
普通株式 384,000株

付与日 平成18年８月25日

権利確定条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時

においても当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の地

位にあることを要する。ただし、当社の取締役会の決議に

より承認を受けた場合には、この限りではない。

(2)その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。

対象勤務期間 （注）2 自 平成18年８月25日　至 平成22年７月28日

権利行使期間 自 平成20年７月28日　至 平成24年７月28日

権利行使価格（円） 420円

付与日における公正な評価単価（円） 59円

（注）１. 株式数に換算して記載してあります。

　　　２．権利確定の時期により対象勤務期間が下記に記載のとおりとなっております。

　　　　　付与数の2分の1 : 自　平成18年８月25日　至　平成20年７月28日

　　　　　付与数の残数　 : 自　平成18年８月25日　至　平成22年７月28日
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当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

１.　ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　 2,566千円

 　　　　 売上原価　　　　　　　　 1,388千円

　　なお、当中間連結会計期間において、退職に伴う失効による取崩額を雑収入に116千円計上しております。

２.　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

          該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

１.　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　 3,567千円

　　売上原価　　　　　　　　 1,945千円

　　なお、当連結会計年度において、退職に伴う失効による取崩額を雑収入に188千円計上しております。

２.　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び執行役員　９名

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
普通株式 234,000株

付与日 平成18年６月13日

権利確定条件 なし

対象勤務期間 なし

権利行使期間 自　平成18年６月14日　至　平成20年６月11日

権利行使価格（円） 408円

付与日における公正な評価単価（円） 27円

（注）株式数に換算して記載してあります。

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ４名、当社執行役員 ４名、

当社社員 91名

株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）1
普通株式 384,000株

付与日 平成18年８月25日

権利確定条件

(1）新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使

時においても当社又は当社の子会社の取締役又は従業員の

地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会の決議

により承認を受けた場合には、この限りではない。

(2)その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。

対象勤務期間 （注）2 自 平成18年８月25日　至 平成22年７月28日

権利行使期間 自 平成20年７月28日　至 平成24年７月28日

権利行使価格（円） 420円

付与日における公正な評価単価（円） 59円

（注）１. 株式数に換算して記載してあります。

　　　２．権利確定の時期により対象勤務期間が下記に記載のとおりとなっております。

　　　　　付与数の2分の1 : 自　平成18年８月25日　至　平成20年７月28日

　　　　　付与数の残数　 : 自　平成18年８月25日　至　平成22年７月28日

（企業結合等）

  　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．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18年５月１日　至平成18年10月31日）

 
電子機器関連
事業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

計　　　　
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 4,378,260 6,080 4,384,341 － 4,384,341

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 4,378,260 6,080 4,384,341 － 4,384,341

営業費用 4,314,412 8,323 4,322,736 － 4,322,736

営業利益（△営業損失） 63,848 △2,243 61,604 － 61,604

　（注）１．事業は、製品系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な製品等

(1)　電子機器関連事業

（主要商品）

・電子機器　　　パソコンマザーボード、液晶カラーモニター、コントローラ、サーボシステム、イン

バーターシステム

・電子部材　　　半導体、コネクター、プリント回路基板、センサー

（主要製品）

・電子モジュール

通信制御用配線モジュールユニット、情報機器用モジュールユニットの開発・設計・製造

・コンピュータ制御システム

FAコントロールシステム、ロボット、メカトロエンジニアリングのソフトウェア及びハードウェア

の開発・設計・製造・施工

・エンベデッドパソコン

産業用パソコンの開発・設計・製造

(2)　不動産賃貸事業

当社が所有する賃貸用住宅を賃貸して家賃収入を得ております。

３. 会計処理の変更

「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」に記載のとおり、当中間連結会計期間

から「ストック・オプション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８号）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」（企業会計基準委員会　最終

改正平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「電子機器関連事業」の営業費用は1,412千円増加

し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

 　　　 当社グループは、前連結会計年度中に賃貸用物件を売却し、不動産賃貸業から撤退しております。このた

め当中間連結会計期間より単一のセグメントとなっているため、当中間連結会計期間から事業の種類別セグ

メント情報として記載すべき事項がなくなりましたので、記載を省略いたします。

ダイトーエムイー(株) （9923）平成 20 年４月期中間決算短信

－ 32 －



前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

 
電子機器関連
事業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 8,697,699 9,448 8,707,147 － 8,707,147

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 8,697,699 9,448 8,707,147 － 8,707,147

営業費用 8,551,458 13,642 8,565,101 － 8,565,101

営業利益 146,240 △4,193 142,046 － 142,046

（注）１．事業は、製品系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な製品等は、下記に記載のとおりであります。

(1)　電子機器関連事業　

  当社が主要製造メーカー等から電子機器及び電子部材を調達、または電子モジュール、メカトロニ

クス製品及びコンピューターによる制御システム等を開発及び製造し、支店営業所及びアイティピク

チャー株式会社を通じて販売いたしております。

（主要商品）

・電子機器　　　パソコンマザーボード、液晶カラーモニター、コントローラ、サーボシステム、イン

バーターシステム

・電子部材　　　半導体、コネクター、プリント回路基板、センサー

（主要製品）

・電子モジュール

通信制御用配線モジュールユニット、情報機器用モジュールユニットの開発・設計・製造

・コンピュータ制御システム

FAコントロールシステム、ロボット、メカトロエンジニアリングのソフトウェア及びハードウェア

の開発・設計・製造・施工

・エンベデッドパソコン

産業用パソコンの開発・設計・製造

(2)　不動産賃貸事業

当社が所有する賃貸用住宅を賃貸して家賃収入を得ております。なお、当社グループは、当期中に賃

貸用物件を売却し、不動産賃貸業から撤退しております。

 ３．電子機器関連事業において、14,242千円の減損損失を計上しております。

 　　　４．資産については、連結貸借対照表を作成していないため記載しておりません。

 ５．「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」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」を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、電子機器関連事業の営業費用が　　　

5,512千円増加し、営業利益が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計と同額であるため、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18年５月１日　至平成19年４月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

　海外売上高はありませんので、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18年５月１日　至平成19年４月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額

541円 00銭

１株当たり中間純利益金額

18円 74銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額

 12円 22銭

１株当たり純資産額

572円 78銭

１株当たり中間純利益金額

  36円 45銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額

     22円 48銭

１株当たり純資産額

554円 38銭

１株当たり当期純利益金額

                        38円 47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

                        23円 81銭

　（注）１株当たり純資産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18年５月１日
至　平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日)

純資産の部合計額（千円） 1,955,503 2,271,930 2,199,753

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
52,459 15,481 11,642

（うち少数株主持分） (44,733) － －

（うち新株予約権） (7,726) (15,481) (11,642)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
1,903,043 2,256,449 2,188,110

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千

株）

3,517 3,939 3,946
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　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び中間純損失並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は以

下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 65,945 143,699 137,368

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）
65,945 143,699 137,368

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,517 3,942 3,571

    

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） － － －

（うち支払利息（税額相当額控除

後））
(－) (－) (－)  

普通株式増加数（千株） 1,878 2,450 2,197

（うち新株予約権付社債） (1,878) (2,450) (2,197)

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

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要

－ 第１回新株予約権(新株

予約権総数 234個、行

使価額 408円)

第2回新株予約権(新株

予約権総数 384個、行

使価額 420円)

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日 至　平成18年10月31日）

当社は平成18年11月14日開催の取締役会において下記のとおり合併を決議し、平成19年１月１日付で合併いたしま

した。

１．結合当事企業の名称

1) アイティピクチャー株式会社

2) 株式会社ダイトー・マルチ・プランニング

２．事業内容

1) アイティピクチャー株式会社

マザーボードの販売及び関連ユニット製品の製造販売

2) 株式会社ダイトー・マルチ・プランニング

不動産賃貸事業

３．企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条３項に定める簡易合併）とし、被合併会社は解散いたします。

４．合併後企業の名称

ダイトーエムイー株式会社

５．取引の概要

効率的な事業を展開するため現在のグループ体制の再構築を図るとともに、戦略的な経営を推進することを目的

としております。

６. 実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（「企業結合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15年10

月31日））　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理を適用いたします。

 

 

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日 至　平成19年10月31日）

（1）転換社債型新株予約権付社債の繰上償還

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還をいたしました。

社債の繰上償還の要綱は以下のとおりであります。

１. 繰上償還する銘柄　　　　ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

２．償還金額　　　　　　　　10億円

３．繰上償還の方法　　　　　全額買取の上、消却を行う。

４．繰上償還予定日　　　　　平成19年11月14日

５．繰上償還原資　　　　　　手許資金

６．繰上償還を行う理由　　　

当社は昨年来、創業家一族の引退に伴う事業承継を行うに当たり、経営支援ファンドとの資本提携・業務提携

を通じて、平成18年６月13日に第１回転換社債型新株予約権付社債を発行して資金調達行い、中期経営計画「Ｎ

ＥＸＴ５０プラン」を立案し、現在計画実現に向けた施策を行っております。この中期経営計画は、最終年度が

平成23年度であり、計画実現には所要の資金が必要となることが見込まれていますが、本新株予約権付社債は償

還期日が平成21年６月である為、計画最終年度までの安定的な財務基盤を確保できている状況ではありません。

また株価が低迷している現在の状況では、株価上昇による権利行使が行われる可能性が高いとは言えず、権利行

使が行われなかった場合は、本新株予約権付社債の償還が必要であり、当社の資金繰り上大きな影響を与える可

能性があります。従いまして、本新株予約権付社債を全額償還し、新たに第三者割当による新株式発行および新

株予約権を発行することで、将来の償還リスクを回避し、中期経営計画実現に必要となる自己資本の増強を行う

ものであります。

 

（ご参考）ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

１．発行日　　　　　平成18年６月13日

２．発行総額　　　　10億円

３．未行使額面総額　10億円

４．償還期限　　　　平成21年６月12日

５．利率 　　　　　 本社債には利息は付さない。

６．転換価格　　　　408円
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（2）新株式の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第三者割当により新株式の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

株式発行要綱は以下のとおりであります。

１. 発行新株式の種類及び数　普通株式　2,450,000株

２. 発行価額　　　　　　　　1株につき343円

３. 発行価額の総額　　　　　840,350,000円

４. 資本組入額　　　　　　　1株につき171円50銭

５. 募集又は割当方法　　　　第三者割当

６. 申込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

７. 払込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

８. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

９. 割当先及び割当株式数　　インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合　2,450,000 株

10. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

 　 11. 新株式の配当基準日　　　

 　　　   当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様に取り扱う。　

12．新株式の継続所有等の取決めに関する事項

割当先は、当該新株式を長期で保有する予定であり、新株式発行日（平成19年11月19日）から４年間以内は、

原則として当社の事前の書面承諾なく無断で譲渡を行わない旨合意済みであり、その旨の契約書を締結する予定

であります。また、割当先との間において、割当て新株式効力発生日(平成19年11月19日)より２年間において当

該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、

譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告するとの内諾を受けております。

13. 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

（3）第３回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第３回新株予約権の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　1,000個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　11,000,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組

合に割り当てる。（1,000 個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

 新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。　ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　
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  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使するこ

とができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    15. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    16. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数また

はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣

旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

 

 

（4）第４回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第４回新株予約権の発行を行いました。

      なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。 

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　123個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　1,353,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、当社の取締役ら計11名に割り当てる。（窪内泰之13個、

相馬行雄13個、柴地隆明13個、鈴木広美13個、日比野猛13個、長田眞人13個、奥村

研二13個、野田龍二8個、佐藤浩人8個、柴田昇8個 、島田尚毅8個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

  新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。　ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 株式数　＝　

　　

 （調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使するこ

とができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

 　　   各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 新株予約権の譲渡制限

        譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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    15. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    17. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数また

はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣

旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

 

 

前連結会計年度（自　平成18年５月１日 至　平成19年４月30日）

該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２ 1,552,705   1,105,323    1,001,022   

２．受取手形 ※４ 768,932   861,506    869,549   

３．売掛金  1,517,058   1,935,722    1,710,189   

４．たな卸資産  285,593   360,606    345,516   

５．その他  45,635   32,748    38,460   

貸倒引当金  △5,392   △3,051    △3,051   

流動資産合計   4,164,533 77.1  4,292,855 79.3 128,321  3,961,688 77.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1) 建物 ※２ 314,228   298,187    310,434   

(2) 土地 ※２ 404,316   390,073    390,073   

(3) その他  62,110   27,240    23,082   

有形固定資産合計  780,655   715,501    723,591   

２．無形固定資産  23,586   42,357    45,142   

３．投資その他の資
産

           

(1) 投資有価証券 ※２ 349,923   287,545    334,803   

(2) その他  124,570   93,738    114,938   

貸倒引当金  △43,623   △19,663    △42,063   

投資その他の資産
合計

 430,870   361,620    407,678   

固定資産合計   1,235,112 22.9  1,119,479 20.7 △115,632  1,176,411 22.9

資産合計   5,399,645 100.0  5,412,334 100.0 12,689  5,138,100 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  655,811   833,297    596,551   

２．短期借入金 ※２ 250,000   －    －   

３．一年内償還予
定長期社債

 
 

－   1,500,000    －   

４．一年内返済予
定長期借入金

※２ 224,000   124,000    124,000   

５．未払法人税等  7,300   7,442    8,725   

６．賞与引当金  32,590   34,455    32,990   

７．その他  70,533   123,545    73,202   

流動負債合計   1,240,235 23.0  2,622,741 48.4 1,382,506  835,469 16.3

Ⅱ　固定負債            

１．社債  1,500,000   －    1,500,000   

２．長期借入金 ※２ 664,000   390,000    452,000   

３．繰延税金負債  58,170   46,291    68,668   

４．退職給付引当
金

 59,861   56,075    54,842   

５．負ののれん  －   17,294    19,369   

６．その他  1,302   8,001    7,997   

固定負債合計   2,283,334 42.3  517,662 9.6 △1,765,672  2,102,877 40.9

負債合計   3,523,569 65.3  3,140,403 58.0 △383,165  2,938,347 57.2
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１. 資本金   954,798 17.7  1,053,908 19.5 99,110  1,053,908 20.5

　２. 資本剰余金            

　（1）資本準備金  239,000   338,110    338,110   

　（2）その他資本
剰余金

 128,714   128,714    128,714   

資本剰余金合計   367,714 6.8  466,824 8.6 99,110  466,824 9.1

　３. 利益剰余金            

その他利益剰
余金

           

　繰越利益剰余
金

 403,289   613,636    509,406   

　利益剰余金合
計

  403,289 7.4  613,636 11.4 210,347  509,406 9.9

　４. 自己株式   △1,202 △0.0  △4,218 △0.1 △3,016  △1,202 △0.0

　　　株主資本合計   1,724,599 31.9  2,130,151 39.4 405,552  2,028,937 39.5

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証
券評価差額金

  143,750 2.7  126,297 2.3 △17,452  159,173 3.1

　　評価・換算差額
等合計

  143,750 2.7  126,297 2.3 △17,452  159,173 3.1

Ⅲ　新株予約権   7,726 0.1  15,481 0.3 7,754  11,642 0.2

純資産合計   1,876,075 34.7  2,271,930 42.0 395,855  2,199,753 42.8

負債純資産合計   5,399,645 100.0  5,412,334 100.0 12,689  5,138,100 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,345,437 100.0  4,801,768 100.0 456,330  8,659,049 100.0

Ⅱ　売上原価  3,904,283 89.8  4,278,138 89.1 373,855  7,767,497 89.7

売上総利益   441,154 10.2  523,629 10.9 82,475  891,551 10.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  380,485 8.8  409,413 8.5 28,928  752,324 8.7

営業利益   60,668 1.4  114,215 2.4 53,546  139,227 1.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  63,552 1.5  29,095 0.6 △34,457  92,800 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  47,055 1.1  12,913 0.3 △34,142  72,132 0.8

経常利益   77,165 1.8  130,398 2.7 53,232  159,895 1.9

Ⅵ　特別利益 ※３  6,423 0.1  18,700 0.4 12,276  53,234 0.6

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 12,159 0.3  1,656 0.0 △10,503  32,173 0.4

税引前中間(当
期)純利益

  71,430 1.6  147,441 3.1 76,011  180,956 2.1

法人税、住民
税及び事業税

  5,495 0.1  3,742 0.1 △1,753  8,903 0.1

中間（当期）
純利益

  65,934 1.5  143,699 3.0 77,765  172,052 2.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年５月１日　平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

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

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年４月30日残高
　　　　　　　（千円）

954,798 239,000 128,714 367,714 372,530 372,530 △1,202 1,693,840

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（注）     △35,176 △35,176  △35,176

中間純利益     65,934 65,934  65,934

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） － － － － 30,758 30,758 － 30,758

平成18年10月31日　残高
              （千円）

954,798 239,000 128,714 367,714 403,289 403,289 △1,202 1,724,599

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年4月30日残高
              （千円）

166,664 166,664 － 1,860,504

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △35,176

中間純利益    65,934

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額合
計（純額）

△22,914 △22,914 7,726 △15,187

中間会計期間中の変動額合
計         （千円）

△22,914 △22,914 7,726 15,571

平成18年10月31日 残高
             （千円）

143,750 143,750 7,726 1,876,075

（注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年５月１日　平成19年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

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

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成19年４月30日残高
              （千円）

1,053,908 338,110 128,714 466,824 509,406 509,406 △1,202 2,028,937

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △39,469 △39,469  △39,469

中間純利益     143,699 143,699  143,699

 自己株式の取得及び処
分

      △3,016 △3,016

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）

－ － － － 104,230 104,230 △3,016 101,214

平成19年10月31日　残高
              （千円）

1,053,908 338,110 128,714 466,824 613,636 613,636 △4,218 2,130,151

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年4月30日残高
              （千円）

159,173 159,173 11,642 2,199,753

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △39,469

中間純利益    143,699

 自己株式の取得及び処
分

   △3,016

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額合
計（純額）

△32,875 △32,875 3,838 △29,036

中間会計期間中の変動額合
計         （千円）

△32,875 △32,875 3,838 72,177

平成19年10月31日　残高
             （千円）

126,297 126,297 15,481 2,271,930
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年５月１日　平成19年４月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

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

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年４月30日残高
              （千円）

954,798 239,000 128,714 367,714 372,530 372,530 △1,202 1,693,840

事業年度中の変動額         

  合併による新株の発行 6,110 6,110  6,110    12,220

  増資による新株の発行 93,000 93,000  93,000    186,000

剰余金の配当（注）     △35,176 △35,176  △35,176

当期純利益     172,052 172,052  172,052

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）

99,110 99,110 － 99,110 136,876 136,876 － 335,097

平成19年４月30日　残高
              （千円）

1,053,908 338,110 128,714 466,824 509,406 509,406 △1,202 2,028,937

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年4月30日残高
              （千円）

166,664 166,664 － 1,860,504

事業年度中の変動額     

  合併による新株の発行    12,220

  増資による新株の発行    186,000

剰余金の配当（注）    △35,176

当期純利益    172,052

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額合計
（純額）

△7,491 △7,491 11,642 4,151

事業年度中の変動額合
計            （千円）

△7,491 △7,491 11,642 339,248

平成19年４月30日　残高
              （千円）

159,173 159,173 11,642 2,199,753

（注）平成18年７月28日の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

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）

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）

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

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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

時価のないもの

同　左

(2) デリバティブ

　　時価法

(2) デリバティブ

同　左

(2) デリバティブ

同　左

(3) たな卸資産

　商品・原材料

　先入先出法による原価法

(3) たな卸資産

同　左

(3) たな卸資産

同　左

　製品・仕掛品

　個別法による原価法

 

 

 

 

　貯蔵品

最終仕入原価法による原

価法

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方法 (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（建物附属設備を除

く）については定額法、賃貸用器

具備品については、賃貸期間を償

却年数とし、賃貸期間満了時の賃

貸資産の見積処分価額を残存価額

とする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　　　　15年～47年

機械装置　　 7年～15年

(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（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　　　　15年～47年

機械装置　　 7年～15年

 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更に伴う当中間会

計期間の損益に与える影響は軽微

であります

 （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　なお、この変更に伴う当中間会

計期間の損益に与える影響は軽微

であります。

(1)有形固定資産

旧定率法

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については旧定額法、賃貸用

器具備品については、賃貸期間を

償却年数とし、賃貸期間満了時の

賃貸資産の見積処分価額を残存価

額とする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　　　　15年～47年

機械装置　　 7年～15年
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(2)無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）による定額法を採用

しております。

(2)無形固定資産

同　左

(2)無形固定資産

同　左

③　　　　―

 

③　　長期前払費用　　

　定額法 

③　長期前払費用

　　　同左

３．繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

　　　 （会計処理の変更）

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19号）を

適用しております。

これにより経常利益及び税引前

中間純利益が1,787千円減少してお

ります。

(1)          　―

 

(1) 社債発行費

支出時に全額費用処理しており

ます。

 (2)           ―     

         

(2) 　         ―

 　

 (2) 株式交付費

支出時に全額費用処理しており

ます。

  （会計処理の変更）

当事業年度より「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19号）を適用

しております

これにより経常利益及び税引前

当期純利益が2,360千円減少してお

ります。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備える

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充てるた

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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務額及び年金資産額に基づき

計上しております。

(3) 退職給付引当金

同　左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、

当事業年度末における退職給付債

務額及び年金資産額に基づき計上

しております。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同　左 同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

６.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の特例処理の要件を

満たす金利スワップ

     特例処理を適用しております。

(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

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　左

ヘッジ対象

借入金利

ヘッジ対象

同　左

ヘッジ対象

同　左

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクに備え、キャッ

シュ・フローを固定する目的でヘッ

ジ取引を行っております。

(3) ヘッジ方針

同　左

(3) ヘッジ方針

同　左

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、仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ流動資産のその

他に計上しております。

 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18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

当中間会計期間から「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

準委員会　平成17年12月９日企業会計基準第

５号）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

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第８号）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。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は1,868,349千円であります。

　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。

　　　　　　───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日企業会計基準第５号）

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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用

指針第８号）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2,188,110千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正

に伴い、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)

当中間会計期間から「ストック・オプショ

ン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８号）

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」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年５月31日　企業会計基準適用

指針第11号）を適用しております。

これにより、営業利益が1,412千円、経常利

益及び税引前中間純利益が1,408千円それぞれ減

少しております。

　　　　　　───── （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度から「ストック・オプション等

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８号）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」（企業会計基準委員会　最終

改正平成18年５月31日　企業会計基準適用指

針第11号）を適用しております。

　これにより、営業利益が5,512千円、経常

利益および税引当期純利益が5,324千円それ

ぞれ減少しております。

　　　　　　───── 　　　　　　───── （企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より「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「事業分離等に係る会計基準会計基準」

（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

基準およ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　最終改正　平

成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10

号)を適用しております。

　これにより、経常利益が1,383千円増加し、

税引前当期純利益が38,817千円増加しており

ます。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
前事業年度末

（平成19年４月30日）

※１　有形固定資産の減価

償却累計額

629,032千円 562,225千円 562,976千円

※２　担保に供している資

産

(1)下記債務に対し、次

の資産を担保に供

しております。

担保提供資産

建物

土地

計

 

173,537千円

352,351千円

525,889千円

 

122,377千円

283,578千円

405,955千円

 

127,193千円

283,578千円

410,771千円

対応債務

短期借入金

一年内返済予定

長期借入金

長期借入金

計

 

150,000千円

224,000千円

664,000千円

1,038,000千円

 

－

124,000千円

390,000千円

514,000千円

 

－

124,000千円

452,000千円

576,000千円

(2)取引保証金の代用と

し、次の資産を差

入れております。

預金

投資有価証券

　　計

100,000千円

67,800千円

167,800千円

100,000千円

59,000千円

159,000千円

100,000千円

81,000千円

181,000千円

３　受取手形裏書譲渡高 652,440千円 562,050千円 660,548千円

※４　期末日満期手形の処

理

────── ────── 　期末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって決

済処理しております。

　なお、当期末日が金融機

関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。

　受取手形　 41,148千円

　受取手形裏書譲渡高

　　　　　　  104,700千円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　営業外収益のうち重要

なもの

受取利息

受取配当金

仕入割引

　　　687千円

　　4,029千円

　　8,957千円

　　1,712千円

　　 5,019千円

　　 9,570千円

2,219千円

5,756千円

17,458千円

※２　営業外費用のうち重要

なもの

支払利息

社債利息

　 13,059千円

　　3,887千円

　   6,721千円

　　 3,150千円

23,294千円

6,231千円

※３　特別利益のうち重要　

　　なもの

投資有価証券売却益

建物売却益

土地売却益

器具備品売却益 

 貸倒引当金戻入益

 抱合せ株式消滅益

－   

－   

－   

－   

－   

－   

18,700千円

 －   

 －   

－   

－   

－   

999千円

5,208千円

185千円

 6,856千円

 2,434千円

37,434千円

※４　特別損失のうち重要な

もの

減損損失

役員退職金 

シンジケートロー

ン解約損

－   

－   

－   

－   

－   

－   

14,242千円

  10,278千円

  4,205千円

５　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

　　23,756千円

　　 3,417千円

　　12,310千円

　　 6,075千円

41,328千円

6,742千円
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※６　減損損失 ────── ────── 当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上し

ました。

用途 種類 場所

処分予定
資産

土地
岐阜県
土岐市

 

 

 

 

（資産のグルーピングの方

法）

当社は、主に各事業所を

単位として資産のグルー

ピングを行っております。

 

 

 

 

（減損損失の認識に至った

経緯）

周辺地価の継続的な下落

により、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失とし

て認識しました。

 

 

 

 

（減損損失の金額）

減損損失の内訳は、土地

　　14,242千円でありま

す。

 

 

 

 

（回収可能価額の算定方法)

回収可能価額は、正味売

却価額により測定してお

ります。正味売却価額は

路線価及び近隣売買事例

を勘案した合理的な見積

額を使用しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 0 － － 0

　　　合計 0 － － 0

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 0 7 － 8

　　　合計 0 7 － 8

 　(注)普通株式の自己株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30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
（千株）

当事業年度増加株式数
（千株）

当事業年度減少株式数
（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 0 － － 0

　　　合計 0 － － 0

（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

ダイトーエムイー(株) （9923）平成 20 年４月期中間決算短信

－ 54 －



（有価証券関係）

（前中間会計期間）(平成18年10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。

（当中間会計期間）(平成19年10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。

（前事業年度）(平成19年４月30日現在)

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 89,830 317,672 227,841

(2)その他 － － －

合計 89,830 317,672 227,841

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式  

子会社株式 ―

関連会社株式 1,174

(2)その他有価証券  

非上場株式 15,957

（デリバティブ取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しておりますので、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日 至　平成18年10月31日）

当社は平成18年11月14日開催の取締役会において下記のとおり合併を決議し、平成19年１月１日付で合併いたしま

した。

１．結合当事企業の名称

1) アイティピクチャー株式会社

2) 株式会社ダイトー・マルチ・プランニング

２．事業内容

1) アイティピクチャー株式会社

マザーボードの販売及び関連ユニット製品の製造販売

2) 株式会社ダイトー・マルチ・プランニング

不動産賃貸事業

３．企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条３項に定める簡易合併）とし、被合併会社は解散いたします。

４．合併後企業の名称

ダイトーエムイー株式会社

５．取引の概要

効率的な事業を展開するため現在のグループ体制の再構築を図るとともに、戦略的な経営を推進することを目的

としております。

６. 実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（「企業結合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15年10

月31日））　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理を適用いたします。

 

 

当中間会計期間（自　平成19年５月１日 至　平成19年10月31日）

（1）転換社債型新株予約権付社債の繰上償還

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還をいたしました。

社債の繰上償還の要綱は以下のとおりであります。

１. 繰上償還する銘柄　　　　ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

２．償還金額　　　　　　　　10億円

３．繰上償還の方法　　　　　全額買取の上、消却を行う。

４．繰上償還予定日　　　　　平成19年11月14日

５．繰上償還原資　　　　　　手許資金

６．繰上償還を行う理由　　　

当社は昨年来、創業家一族の引退に伴う事業承継を行うに当たり、経営支援ファンドとの資本提携・業務提携

を通じて、平成18年６月13日に第１回転換社債型新株予約権付社債を発行して資金調達行い、中期経営計画「Ｎ

ＥＸＴ５０プラン」を立案し、現在計画実現に向けた施策を行っております。この中期経営計画は、最終年度が

平成23年度であり、計画実現には所要の資金が必要となることが見込まれていますが、本新株予約権付社債は償

還期日が平成21年６月である為、計画最終年度までの安定的な財務基盤を確保できている状況ではありません。

また株価が低迷している現在の状況では、株価上昇による権利行使が行われる可能性が高いとは言えず、権利行

使が行われなかった場合は、本新株予約権付社債の償還が必要であり、当社の資金繰り上大きな影響を与える可

能性があります。従いまして、本新株予約権付社債を全額償還し、新たに第三者割当による新株式発行および新

株予約権を発行することで、将来の償還リスクを回避し、中期経営計画実現に必要となる自己資本の増強を行う

ものであります。

（ご参考）ダイトーエムイー株式会社第１回転換社債型新株予約権付社債

１．発行日　　　　　平成18年６月13日

２．発行総額　　　　10億円

３．未行使額面総額　10億円

４．償還期限　　　　平成21年６月12日

５．利率 　　　　　 本社債には利息は付さない。

６．転換価格　　　　408円
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（2）新株式の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第三者割当により新株式の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

株式発行要綱は以下のとおりであります。

１. 発行新株式の種類及び数　普通株式　2,450,000株

２. 発行価額　　　　　　　　1株につき343円

３. 発行価額の総額　　　　　840,350,000円

４. 資本組入額　　　　　　　1株につき171円50銭

５. 募集又は割当方法　　　　第三者割当

６. 申込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

７. 払込期日　　　　　　　　平成19年11月19日

８. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

９. 割当先及び割当株式数　　インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組合　2,450,000 株

10. 新株券交付日　　　　　　平成19年11月19日

 　 11. 新株式の配当基準日　　　

 　　　   当該基準日において発行済の他の当社普通株式と同様に取り扱う。　

12．新株式の継続所有等の取決めに関する事項

割当先は、当該新株式を長期で保有する予定であり、新株式発行日（平成19年11月19日）から４年間以内は、

原則として当社の事前の書面承諾なく無断で譲渡を行わない旨合意済みであり、その旨の契約書を締結する予定

であります。また、割当先との間において、割当て新株式効力発生日(平成19年11月19日)より２年間において当

該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合は、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、

譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告するとの内諾を受けております。

13. 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

（3）第３回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第３回新株予約権の発行を行いました。

       なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　1,000個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　11,000,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、インキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責任組

合に割り当てる。（1,000 個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

 新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。　ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 調整後行使価額＝調整前行使価額×

 既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの払込金額

時　　価 

既発行株式数　＋　交付株式数 

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　
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  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使するこ

とができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    15. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    16. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数また

はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣

旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

 

 

（4）第４回新株予約権の発行

当社は、平成19年10月31日に開催の取締役会の決議に基づいて、第４回新株予約権の発行を行いました。

      なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び既存事業の拡充ならびに新規事業資金に充当する予定です。 

本新株予約権発行要綱は以下のとおりであります。

１. 本新株予約権の総数　　　　123個

２. 各本新株予約権の払込金額　本新株予約権１個当たり11,000円

３. 本新株予約権の払込金額の総額　1,353,000円

４. 本新株予約権の割当日　　　平成19年11月19日

５. 本新株予約権の払込期日　　平成19年11月19日

６. 本募集の方法　　　　　　　第三者割当の方法により、当社の取締役ら計11名に割り当てる。（窪内泰之13個、

相馬行雄13個、柴地隆明13個、鈴木広美13個、日比野猛13個、長田眞人13個、奥村

研二13個、野田龍二8個、佐藤浩人8個、柴田昇8個 、島田尚毅8個）

７. 目的となる株式の種類　　　普通株式

    ８. 本新株予約権の目的である株式の数

  新株予約権１個の行使により当社が新たに発行又は自己株式を処分する数は、400,000円を下記記載の行使価額

で除して得られる最大整数(１個未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、現金による調整は行わない。)

    ９. 本新株予約権の行使価額　　

  行使価額は400円とする。　ただし、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    10. 行使価額の調整式

 株式数　＝　

　　

 （調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

    11. 本新株予約権の行使に際して払込むをなすべき額

  本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額

とする。

    12. 本新株予約権の権利行使期間　

  本新株予約権者は、平成19年11月20日から平成23年11月18日までの間、いつでも、本新株予約権を行使するこ

とができる。

    13. その他の本新株予約権の行使の条件

 　　   各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

    14. 新株予約権の譲渡制限

        譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
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    15. 剰余金の配当

  剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日

において発行済みの他の当社普通株式と同様に取り扱うものとする。

    16. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

  本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合は、

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。

    17. 法令の改正に伴う取扱い

  会社法、金融商品取引法その他の法令の新設または改廃により、本要項において引用する各法令、条項数また

はその内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、または当該新設もしくは改正の趣

旨を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。

 

 

前事業年度（自　平成18年５月１日 至　平成19年４月30日）

該当事項はありません。
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