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１．平成20年１月中間期の連結業績（平成19年８月１日～平成20年１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 ％

20年１月中間期 961 △1.2 198 △11.0 195 △13.0 108 △20.8

19年１月中間期 973 8.0 223 29.5 224 22.4 137 28.8

19年７月期 2,008 3.3 343 △0.9 345 △3.7 201 2.8

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

20年１月中間期 122 25 － －

19年１月中間期 161 35 160 52

19年７月期 232 13 230 50

（参考）持分法投資損益 20年１月中間期 －百万円 19年１月中間期 －百万円 19年７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

20年１月中間期 2,941 1,908 64.9 2,149 36

19年１月中間期 3,094 1,774 57.3 1,998 23

19年７月期 3,072 1,838 59.9 2,070 74

（参考）自己資本 20年１月中間期 1,908百万円 19年１月中間期 1,774百万円 19年７月期 1,838百万円

(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

20年１月中間期 24 △17 △127 843

19年１月中間期 233 23 185 1,110

19年７月期 276 △0 26 970

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７月期 0 00 0 00 0 00 25 00 25 00

20年７月期 0 00 0 00 － －

20年７月期（予想） － － 0 00 25 00 25 00

３．平成20年７月期の連結業績予想（平成19年８月１日～平成20年７月31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 2,070 3.1 353 3.0 353 2.3 194 △3.7 218 64
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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）　無

新規 －社  除外 －社  

（注）詳細は、７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

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。

(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） 20年１月中間期 888,000株 19年１月中間期 888,000株 19年７月期 888,000株

②　期末自己株式数 20年１月中間期 －株 19年１月中間期 －株 19年７月期 －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、33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20年１月中間期の個別業績（平成19年８月１日～平成20年１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 ％

20年１月中間期 962 △1.2 194 △10.5 190 △12.4 105 △21.2

19年１月中間期 974 8.4 217 31.8 217 24.0 134 32.4

19年７月期 2,011 3.6 333 0.8 334 △2.4 193 4.0

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

20年１月中間期 119 26 － －

19年１月中間期 158 12 157 30

19年７月期 222 26 220 70

(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

20年１月中間期 2,899 1,870 64.5 2,106 79

19年１月中間期 3,066 1,744 56.9 1,964 14

19年７月期 3,032 1,802 59.5 2,030 25

（参考）自己資本 20年１月中間期 1,870百万円 19年１月中間期 1,744百万円 19年７月期 1,802百万円

２．平成20年７月期の個別業績予想（平成19年８月１日～平成20年７月31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 2,073 3.1 351 5.3 351 5.0 193 0.0 217 40

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々

な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。上記予想に関する事項については、添付資料３ペー

ジをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 1）当中間連結会計期間の概況

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格、原材料の高騰やサブプライムローン問題の表面化、株価

の低迷などの影響により、先行きに減速感が強まりつつあるものの、企業収益の持続的好調を背景に、堅調な設備

投資や雇用情勢の改善に支えられて、長期にわたる緩やかな拡大基調を持続しました。

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

の重視、品質向上につとめてまいりました。 

（売上高） 

①ソフトウェア開発関連

 受注案件の大型化に伴い、売上までの期間が長期化し、売上高は885,697千円(前年同期比4.9％減)となりまし

た。

②その他 

前期に引き続きＣＭＭＩの導入コンサルティングの引合が多く、新規の契約が７社、ＣＭＭＩの公式セミナー

も６回開催し、受講者も述べ98名と、前期同様に順調に推移し、コンサルティング売上が58,407千円（前年同期

比73.9％増）となり、システム販売等と合わせて75,489千円(前年同期比81.9％増) となりました。 

（売上総利益） 

 　　ソフトウェア開発関連の売上高が減少したことにより、374,214千円（前年同期比3.5％減）となりました。

（販売費及び一般管理費） 

 間接部門の強化による人件費の増加や研究開発の推進により、175,291千円（前年同期比6.7％増）となりまし

た。

（営業利益） 

 売上総利益の減少と販売費及び一般管理費の増加により、198,922千円（前年同期比11.0％減）となりました。

この結果、当中間連結会計期間の売上高は961,186千円（前年同期比1.2％減）、営業利益は198,922千円（前年同

期比11.0％減）、経常利益は195,060千円（前年同期比13.0％減）、中間純利益は108,561千円（前年同期比20.8％

減）となりました。 

2）通期の見通し 

 下期の経済情勢は、原油価格、原材料の高騰やサブプライムローン問題などによる景気の減速などの不安定要素

が懸念されますが、現時点につきましては、平成19年８月31日に発表しました平成20年７月期通期の業績予想に変

更はございません。
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(2）財政状態に関する分析

 当中間連結会計期間末の総資産は、2,941,361千円となり前連結会計年度末に比べ131,013千円の減少となりました。

主な要因は、案件の長期化により仕掛品が増加し、たな卸資産が前連結会計年度末に比べ48,525千円増加したものの、

借入金の返済及び社債の償還等により現金及び預金が前連結会計年度末に比べ126,465千円減少したことと、時価の下

落により投資有価証券が前連結会計年度末に比べ24,587千円減少したことによるものであります。

 当中間連結会計期間末の負債残高は、1,032,728千円となり前連結会計年度末に比べ200,825千円の減少となりまし

た。主な要因は借入金の返済及び社債の償還による減少、未払法人税等が減少したことによるものであります。

当中間連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ69,812千円増加し、1,908,633千円となりました。

主な要因は剰余金の配当22,200千円があったものの、中間純利益108,561千円を計上したことによるものであります。

 また、キャッシュ・フローの状況につきまして、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資

金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ267,062千円減少し、843,865千円となりました。主な要因と、各

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税金等調整前中間純利益の減少、売上債権の減少額の減少に伴う資

金の減少、たな卸資産の増加額の増加に伴う資金の減少により、24,960千円の収入（前年同期比208,139千円の減少）

となりました。

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出やその他固定資産に関する支出の増加

により、17,710千円の支出（前年同期比41,035千円の減少）となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、前中間連結会計期間において株式の発行による収入があったことや、

配当金の支払額の増加により、127,233千円の支出（前年同期比312,449千円の減少）となりました。

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド  

 

 平成17年７月期 平成18年7月期 平成19年7月期 平成20年7月期中間

 自己資本比率（％） 36.4 48.3 59.9 64.9

 時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 57.4 32.9

 キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％）
3.3 14.6 2.6 12.4

 インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）
15.0 2.9 17.9 4.0

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 １． 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

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

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

 ３． キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間連結会計期間での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換

算するために２倍にしております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

ております。よって、配当金につきましては、企業価値の向上とその水準の維持を可能とする範囲において、事業規

模拡大のための内部留保とのバランスを考慮しながら決定することを基本方針としております。

以上のような方針から、当連結会計年度（平成20年７月期）の配当は、１株当たり25円の水準は維持していきたい

と考えております。 
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(4）事業等のリスク

1）事業環境等 

 日本経済は、原油価格、原材料の高騰やサブプライムローン問題の表面化、株価の低迷などの影響により、先行

きに減速感が強まりつつあるものの、企業のＩＴ投資は堅調に推移しております。このような環境下、顧客のニー

ズの高度化や、価格面及び技術面、品質面において厳しい環境がつづいております。当社グループは、ＣＭＭＩ、

ＩＳＯを基準としたプロセス改善による生産性の向上、あるいは設備投資、技術者の教育により顧客の高度なニー

ズに応えるべく、努力を続けておりますが、サービスや価格競争の激化、急速な技術革新、顧客ニーズの変化など

当社を取り巻く事業環境が変化した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

注１．ＩＳＯ　　品質・環境等マネジメントシステムに関わる国際標準規格。

注２．ＣＭＭＩ　1999年、米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所が開発しましたソフトウェア開発プロセスの能力成熟度を

評価・判定するモデル。

 2）受託開発案件について 

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

質・納期・コスト・リスク等プロジェクトの管理を徹底しております。しかしながら、次のような事態により当社グ

ループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

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

より当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

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

に見積ることの困難さが増し、そのため、実績額が見積り額を超えた場合には、低採算または採算割れとなる可

能性があります。

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

影響、販売先あるいはユーザーの信頼を喪失する可能性があります。

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

 3）外注体制について

 当社グループにおきましては、受託開発案件の一部を外部の協力会社に外注を行っております。ＩＳＯ９００１及

びＣＭＭＩに基づく開発プロセス管理によりその品質・納期・コスト・リスク等外注管理を徹底しておりますが、何

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

 4）主要取引先との取引について 

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

める割合は、それぞれ平成19年7月中間連結会計期間(40.5%,31.9%）平成20年7月中間連結会計期間(24.3%,34.4%)と

なっております。

 現状では、両社との取引は良好に推移しておりますが、今後両社の事業動向によっては、当社グループの経営成績

等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 5）情報管理について 

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

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

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

今後不測の事態により、顧客の機密情報や個人情報の漏洩に類する事態が生じた場合には、信用失墜や損害賠償によ

り、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

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

 企業が自身の情報セキュリティを確保・維持する為に、ルールに基づいたセキュリティレベルの設定やリスク

アセスメントの実施等を継続的に運用する仕組みです
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 6）優秀な人材の確保

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

者の確保が必要なものと認識しております。

 当社グループでは、人材の育成と実務能力の向上を目的として、様々な教育制度を実施するとともに、パートナー

政策により継続的に人材の確保を行っております。

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

保できない場合、当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 7）プログラム保証引当金について 

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

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

保証引当金を計上しております。

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

績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社及び連結子会社２社により構成されており、ソフトウェア開発を主たる業務としておりま

す。 

 当社の事業内容は、以下のとおりであります。

 (1)ソフトウェア開発関連

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

発、Ｗｅｂ関連システムの設計・開発を当社の最重要テーマである「高品質なよりよいソリューションの提供」のもと

で行っております。

 流通業、製造業、運輸業、建設業、自治体等、業種・業態を問わずシステムの上流工程から下流工程（注２）及びそ

の後の保守メンテナンス業務までの広範囲に亘ってサービスを行っております。

 (2)その他

 ①　コンサルティング業務

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

及び公式の審査業務の実施を行っております。

 また、ＳＥＩ（注５）公認のＣＭＭＩイントロコースの開催やＩＳＯ１４００１（注６）、ＩＳＯ９００１（注７）、

ＣＭＭＩ、ＩＳＯ２７００１（注８）、プライバシーマーク等、当社が取り組んできた実績を基にＣＭＭＩのコンサ

ルティング業務を行っております。

 ②　システム販売

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

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

行っております。

 （注１）システムインテグレータ

 ユーザの業務内容を分析し、問題解決のための情報システムの企画、構築、運用などを一括して請け負う業者。システムの企画・

立案からプログラムの開発、必要なハードウェア・ソフトウェアの選定・導入、完成したシステムの保守・管理まで総合的に行いま

す。

 (注２）上流工程から下流工程

 システム開発の工程は、要件定義－外部設計－内部設計－プログラム設計－プログラム開発－社内テストとなりますが、そのうち

の要件定義、外部設計の工程を上流工程、それ以降の内部設計、プログラム設計、プログラム開発、社内テストを下流工程といいま

す。

 (注３）ＣＭＭＩ（Capability Maturity Model Integration）

 1999年、米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所が開発しましたソフトウェア開発プロセスの能力成熟度を評価・判定

するモデルです。

 (注４）リードアプレイザ

 ＳＥＩ認定のＣＭＭＩの評定者です。

 （注５）ＳＥＩ（Software Engineering Institute）

 米国カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所

 （注６）ＩＳＯ１４００１

 1996年に発行され、2004年に改定された環境マネジメントシステムに関わる国際標準です。

 （注７）ＩＳＯ９００１

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

 

 （注８）ＩＳＯ２７００１

 2005年制定された情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格。企業が自身の情報セキュリティを確保・維持する

ために、ルールに基づいたセキュリティレベルの設定やリスクアセスメントの実施等を継続的に運用する仕組みです。
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 ［事業系統図］

 事業の系統図は、次のとおりであります。

  

ユーザー 

㈱大和コンピューター 

（ソフトウェア開発関連・その他） 

 

取引先（大手システムインテグレータ） 

 

ｱｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ㈱ 

(沖縄）※ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ 

（協力会社） 

仕入先 

グループ会社 

開発委託 

納品 納品 

開発委託 

納品 

開発委託 ソフトウェア及び

ハードウェアの仕

入 

開発受託 

販売 

納品 

販売 

i and com. Co.,Ltd. 

（ﾍﾞﾄﾅﾑ）※ 

　（注１）※印は、連結子会社。

　（注２）平成19年５月１日付で当社100％出資子会社であるアイ・アンド・コム株式会社（沖縄）、アイ・アンド・コム株式会社（大阪）、

アイ・アンド・コム株式会社（東京）を合併しました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 《理念》

 当社グループの経営理念の根幹は、「和の魂」にあります。「和の魂」とは、お互いが持つ個の力を連携し、それ

を組織の力にしていく「和の精神」であります。「安心」、「安全」、「信頼」という絆作りを追求し、魅力ある会

社を創造し、会社の発展と社会に貢献してまいります。魅力ある会社とは、「商品・サービスを買いたい」、「取引

したい」、「勤めたい」、「投資したい」会社であります。

  1)ミッション

 ①「より良いソリューション・顧客満足度の高い製品・サービス」を提供します。

 ②世界に通用する「Ｐ（人・プロセス・プロダクト）」により社会に貢献します。

  ③「ダイヤモンド経営」を実践します。

  2)ビジョン

 ①高付加価値を創造する企業を目指します。

 ②社員満足度の高い会社を目指します。

 ③社会に認められる製品サービスの開発・創出を目指します。

 3)バリュー

 品質・環境・技術のバランスを考え、本質を追求した事業を行います。

 ①「品質」：品質第一主義に徹した高品質なシステム開発を行い、お客様の信頼に応える事業活動を推進します。

 ②「環境」：環境への配慮とは何か、その本質を追求し、地球環境保全に配慮した事業活動を推進します。

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

「半歩先」の技術を習得する努力を続け、お客様が安心できるサービスの提供を目指し、事業活動

を推進します。

(2）目標とする経営指標

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

目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

なる成長を目指して、技術力の強化を図り、ＥＲＰパッケージによるソリューションサービス業務の拡大に注力しま

す。さらに当社の開発標準の核となるＣＭＭＩの導入コンサルティングビジネスを推進してまいります。

 1)ソフトウェア開発関連

 ①幅広いツール・環境での開発技術のさらなる強化。

 ②ソリューションサービス業務の拡大。

 ③当社の技術供与によるオフショア開発の推進。

 2)その他

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

 

(4）会社の対処すべき課題

 1)取引先の拡大の推進と独自顧客の開拓

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

 2)品質・生産性の更なる向上

 システム開発面ではＣＭＭＩレベル４の達成及び今まで蓄積したノウハウにより、更なる品質・生産性の向上を

推進してまいります。

 3)更なるセキュリティの強化

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

でもセキュリティの強化に努めてまいりましたが、情報漏えい、不正アクセスの増加などの社会情勢に対応すべく、

今後も継続的に東京本部の設備など更なるセキュリティの強化を推進してまいります。
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 4)優秀な人材の確保

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

な人材が不可欠と認識しております。自社での採用の強化、国内、国外の外注先の積極的活動により優秀な人材の

確保を推進してまいります。

 (5）内部管理体制の整備・運用状況

 企業環境の変化への対応と、経営の透明性の維持を実現するため、当社の意思決定、執行、監督に係る主な経営管

理組織について、以下の体制・組織を構築しております。

 

 1)取締役会

 取締役会は５名の取締役で構成され、定時取締役会は原則月１回開催しており、当社の業務執行を決定するととも

に、月次の業績動向等の報告を行っております。なお、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。

 2)部門長会議

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

ております。

 3)監査役制度

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

取締役会への出席、部門長会議の出席のほか、内部監査人、監査法人と連携しつつ、稟議案件・業務及び財産の状

況調査を通じて取締役の職務の執行を監査しております。

 4)内部監査制度

 社長室が内部監査人（２名）として、業務監査、会計監査、環境監査、品質監査、情報セキュリティ監査を定期的

に実施し、監査結果は代表取締役社長に報告されております。

 なお、内部監査人は、監査役、監査法人と密接な連携をとっております。

 5)リスク管理体制

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

針・方針を伝達するなどリスク発生の回避に努めております。また、重要な問題につきましては取締役会で適切か

つ迅速に対応致します。

 6)委員会

 ＩＳＯ２７００１に準拠した情報セキュリティマネジメントの構築・運営のため、各部門より選出された15名の委

員により情報セキュリティ運営委員会を設置しております。活動内容といたしましては、社内の情報資産を洗い出

し、それに対するリスクを評価の上、リスク軽減・回避の対応計画を策定します。対応計画の実施状況を内部監査

により確認しそれら一連の活動状況を社長へ報告します。また、社員に対し情報セキュリティの教育も行います。

 7)コンプライアンス体制

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

部長が確認しております。
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会社の機関・内部統制の関係

 株主総会 

取締役の選任・解任 

取締役会 

代表取締役 

各業務部門 

委員会 

内部監査部門 

報告 報告 指示 
指示 

選任・監督 

監査役 

弁護士 

監査法人 

監査 

監査 

会計監査 

助言 

連携 

監査役の選任・解任 

部門長会議 

報告 

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

 該当事項はありません。

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

 平成19年７月に内部統制の基本方針を取締役会にて決議し、企業価値の向上と社会に信頼される企業を目指し、内

部統制の目的である「事業活動に関わる法令等の遵守」「財務報告の信頼性」「業務の有効性及び効率性」及び「資

産の保全」に努めてまいります。また、適切なリスクコントロールを行い、ＩＴの利用及び統制による有効かつ効

率的な内部統制システムの構築・運用に取り組んでまいります。

 (6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年１月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

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   1,120,927   853,865    980,330  

２．売掛金   149,035   241,445    257,413  

３．たな卸資産   87,011   123,340    74,815  

４．その他   39,436   38,243    48,233  

貸倒引当金   △850   △1,410    △1,450  

流動資産合計   1,395,560 45.1  1,255,483 42.7 △140,076  1,359,342 44.2

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1)建物及び構築物 ※１ 971,565   983,261    966,103   

減価償却累計
額

 320,050 651,515  336,873 646,388   330,419 635,684  

(2)土地 ※１  844,476   823,816    844,476  

(3)建設仮勘定   －   －    6,300  

(4)その他  66,357   66,663    65,199   

減価償却累計
額

 47,339 19,018  44,395 22,267   39,510 25,688  

有形固定資産合
計

  1,515,010   1,492,472    1,512,149  

２．無形固定資産   8,887   9,396    10,549  

３．投資その他の資
産

           

(1)投資有価証券   95,667   73,471    98,329  

(2)その他   79,185   110,536    92,002  

投資その他の資
産合計

  174,853   184,007    190,332  

固定資産合計   1,698,751 54.9  1,685,877 57.3 △12,874  1,713,031 55.8

資産合計   3,094,312 100.0  2,941,361 100.0 △152,950  3,072,374 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年１月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   599   690    2,098  

２．一年内に返済予
定の長期借入金

※１  155,328   118,631    130,932  

３．一年内に償還予
定の社債

  40,000   40,000    40,000  

４．未払法人税等   126,154   85,454    113,302  

５．賞与引当金   36,927   39,827    45,602  

６．プログラム保証
引当金

  2,427   2,476    1,697  

７．その他   127,960   128,000    195,143  

流動負債合計   489,397 15.8  415,080 14.1 △74,316  528,775 17.2

Ⅱ　固定負債            

１．社債   40,000   －    40,000  

２．長期借入金 ※１  645,538   457,945    511,110  

３．退職給付引当金   47,525   52,934    50,110  

４．役員退職慰労引
当金

  97,422   －    103,558  

５. 長期未払金   －   106,768    －  

固定負債合計   830,485 26.9  617,647 21.0 △212,838  704,778 22.9

負債合計   1,319,882 42.7  1,032,728 35.1 △287,154  1,233,553 40.1

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   357,840 11.6  357,840 12.2 －  357,840 11.7

２．資本剰余金   262,896 8.5  262,896 8.9 －  262,896 8.6

３．利益剰余金   1,112,764 35.9  1,263,668 43.0 150,904  1,177,306 38.3

株主資本合計   1,733,500 56.0  1,884,404 64.1 150,904  1,798,042 58.6

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  40,518 1.3  24,774 0.8 △15,744  40,513 1.3

２．為替換算調整勘
定

  410 0.0  △545 0.0 △956  264 0.0

評価・換算差額等
合計

  40,929 1.3  24,228 0.8 △16,700  40,778 1.3

純資産合計   1,774,429 57.3  1,908,633 64.9 134,203  1,838,820 59.9

負債純資産合計   3,094,312 100.0  2,941,361 100.0 △152,950  3,072,374 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１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８月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   973,033 100.0  961,186 100.0 △11,846  2,008,542 100.0

Ⅱ　売上原価   585,358 60.1  586,972 61.1 1,613  1,290,700 64.3

売上総利益   387,674 39.9  374,214 38.9 △13,459  717,841 35.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  164,282 16.9  175,291 18.2 11,008  374,505 18.6

営業利益   223,391 23.0  198,922 20.7 △24,468  343,336 17.1

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  4,403   1,555    4,763   

２．受取配当金  －   －    975   

３．受取家賃  5,203   5,013    10,291   

４．為替差益  16,153   －    14,901   

５．その他  1,802 27,563 2.8 1,387 7,955 0.8 △19,608 5,810 36,744 1.8

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  8,314   5,829    15,839   

２．公開関連費用  17,070   －    17,770   

３．株式交付費  －   －    1,233   

４．為替差損  －   5,845    －   

５．その他  1,259 26,644 2.7 142 11,817 1.2 △14,827 152 34,996 1.7

経常利益   224,310 23.1  195,060 20.3 △29,249  345,083 17.2

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入益

 660   40    60   

２．投資有価証券
償還益 

 26,734 27,394 2.8 － 40 0.0 △27,354 26,734 26,794 1.3

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損 

※２ －   －    1,788   

２．減損損失 ※３ － － － 1,540 1,540 0.2 1,540 － 1,788 0.1

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  251,704 25.9  193,559 20.1 △58,144  370,089 18.4

法人税、住民
税及び事業税

 122,135 －  83,261    191,917   

法人税等調整
額

 △7,531 114,603 11.8 1,736 84,998 8.8 △29,605 △23,471 168,446 8.4

中間（当期）
純利益

  137,100 14.1  108,561 11.3 △28,539  201,643 10.0
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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８月１日　至　平成19年１月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年７月31日　残高（千円） 201,600 106,656 985,263 1,293,519

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 156,240 156,240  312,480

剰余金の配当   △9,600 △9,600

中間純利益   137,100 137,100

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）

156,240 156,240 127,500 439,980

平成19年１月31日　残高
（千円）

357,840 262,896 1,112,764 1,733,500

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年７月31日　残高（千円） 62,458 133 62,591 1,356,110

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行    312,480

剰余金の配当    △9,600

中間純利益    137,100

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）

△21,939 277 △21,662 △21,662

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△21,939 277 △21,662 418,318

平成19年１月31日　残高
（千円）

40,518 410 40,929 1,774,429
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当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年７月31日　残高（千円） 357,840 262,896 1,177,306 1,798,042

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △22,200 △22,200

中間純利益   108,561 108,561

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）

－ － 86,361 86,361

平成20年１月31日　残高
（千円）

357,840 262,896 1,263,668 1,884,404

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年７月31日　残高（千円） 40,513 264 40,778 1,838,820

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △22,200

中間純利益    108,561

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）

△15,738 △810 △16,549 △16,549

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△15,738 △810 △16,549 69,812

平成20年１月31日　残高
（千円）

24,774 △545 24,228 1,908,633
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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８月１日　至　平成19年７月31日）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合　　計

平成18年７月31日　残高 （千円） 201,600 106,656 985,263 1,293,519

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 156,240 156,240  312,480

剰余金の配当   △9,600 △9,600

当期純利益   201,643 201,643

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）

156,240 156,240 192,043 504,523

平成19年７月31日　残高（千円） 357,840 262,896 1,177,306 1,798,042

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年７月31日　残高（千円） 62,458 133 62,591 1,356,110

連結会計期間中の変動額     

新株の発行    312,480

剰余金の配当    △9,600

当期純利益    201,643

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△21,945 131 △21,813 △21,813

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△21,945 131 △21,813 482,710

平成19年７月31日　残高（千円） 40,513 264 40,778 1,838,820
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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８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１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８月１日
至　平成19年７月31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

 251,704 193,559  370,089

減価償却費  23,170 23,440  47,049

貸倒引当金の増減額  △660 △40  △60

賞与引当金の増減額  △2,653 △5,774  6,020

プログラム保証引当
金の増減額

 △6 779  △736

退職給付引当金の増
減額

 617 2,824  3,202

役員退職慰労引当金
の増減額

 12,435 3,210  18,571

受取利息及び受取配
当金

 △4,403 △1,555  △5,739

支払利息  8,314 5,829  15,839

為替差損益  △16,172 5,862  △14,960

固定資産除却損  － －  1,788

投資有価証券償還益  △26,734 －  △26,734

減損損失  － 1,540  －

売上債権の増減額  117,152 6,796  18,991

たな卸資産の増減額  △21,198 △48,573  △9,003

仕入債務の増減額  △460 △1,407  1,038

その他流動資産の増
減額

 209 4,856  △1,049

その他流動負債の増
減額

 △28,980 △55,434  21,624

未払消費税等の増減
額

 △3,080 △2,292  △4,484

小計  309,254 133,621 △175,632 441,448

利息及び配当金の受
取額

 27,776 1,555  29,112

利息の支払額  △8,269 △6,211  △15,445

法人税等の支払額  △95,662 △104,005  △179,100

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 233,099 24,960 △208,139 276,015
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前中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１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８月１日
至　平成19年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 － △10,000  △10,000

定期預金の払戻によ
る収入

 － 10,000  10,000

有形固定資産の取得
による支出

 △10,644 △39,478  △27,159

有形固定資産の売却
による収入

 － 32,330  －

無形固定資産の取得
による支出

 △1,100 △955  △3,346

投資有価証券の取得
による支出

 △1,785 △1,817  △4,456

投資有価証券の償還
による収入

 39,804 －  39,804

その他固定資産に関
する支出

 △2,949 △12,285  △4,903

その他固定資産に関
する収入

 － 4,496  50

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 23,325 △17,710 △41,035 △12

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

長期借入金の返済に
よる支出

 △77,664 △65,466  △236,488

社債の償還による支
出

 △40,000 △40,000  △40,000

株式の発行による収
入

 312,480 －  312,480

配当金の支払額  △9,600 △21,767  △9,600

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 185,216 △127,233 △312,449 26,392

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 16,438 △6,480 △22,919 15,086

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 458,079 △126,465 △584,544 317,482

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 652,848 970,330 317,482 652,848

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 1,110,927 843,865 △267,062 970,330
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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８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　４社

主要な連結子会社の名称

アイ・アンド・コム株式

会社(大阪)

アイ・アンド・コム株式

会社(沖縄)

アイ・アンド・コム株式

会社(東京)

i and com. Co.,Ltd.　

(ベトナム)  

(1）連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名称

アイ・アンド・コム株式

会社(沖縄)

i and com. Co.,Ltd.　　

(ベトナム)  

(1）連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名称

アイ・アンド・コム株式

会社(沖縄)

i and com. Co., Ltd.

（ベトナム）

  なお、アイ・アンド・コ

ム株式会社（大阪）及び

アイ・アンド・コム株式

会社（東京）は、平成19

年５月１日付で、アイ・

アンド・コム株式会社

（沖縄）と合併しており

ます。

 (2）主要な非連結子会社の名

    称等

 該当事項ありません。

(2）主要な非連結子会社の名

    称等

同左

(2）主要な非連結子会社の名

称等

同左

２．持分法の適用に関す

る事項

　該当事項ありません。 　同左 　同左

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

する事項

　連結子会社のうちi and

com. Co., Ltd.（ベトナム）

の中間決算日は６月30日であ

ります。中間連結財務諸表の

作成に当たっては、中間連結

決算日で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用して

おります。

同左 　連結子会社のうちi and 

com. Co., Ltd.（ベトナム）

の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当

たっては、連結決算日で実施

した仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。

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）重要な資産の評価基準及

び評価方法

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法
 ①　その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結会計期間末

日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は

全部純資産直入法によ

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。

①　その他有価証券

時価のあるもの

  同左

①　その他有価証券

時価のあるもの

  連結会計年度末日の

市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定）を

採用しております。

 
 時価のないもの

　移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左

 ②　たな卸資産

  商品・仕掛品

 個別法による原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 (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（附属設

備を除く）については

定額法）を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物　５～50年

(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（附属設

備を除く）については

定額法）を採用してお

ります。　

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物　５～50年 

(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（附属設

備を除く）については

定額法）を採用してお

ります。　

なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物　５～50年 
  

 

 

 

 

（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

得した有形固定資産につい

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％

に到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。

これによる損益に与える影

響は軽微であります。

 

  （会計方針の変更）

　　当連結会計年度より、法

人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以後に取得さ

れた減価償却資産について

は、改正後の法人税法に規

定する償却方法により減価

　償却費を計上しておりま

す。これによる損益への影

響は軽微であります。　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

 

 

 
 ②　無形固定資産

　定額法を採用してお

ります。

　なお、自社利用のソ

フトウェアについては、

社内における利用可能

期間（５年）に基づい

ております。

②　無形固定資産

同左　

　

②　無形固定資産

　同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社は、売上債権等

の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権

については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

 ②　賞与引当金

　当社及び一部の連結

子会社は、従業員に対

して支給する賞与にあ

てるため、支給見込額

に基づき計上しており

ます。

②　賞与引当金

　同左

②　賞与引当金

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 ③　プログラム保証引当金

　当社は、販売済ソフ

トウェア製品の保証期

間中における補修費に

あてるため、売上高に

対応した補修費を過去

の実績に基づいて計上

しております。

③　プログラム保証引当金

　同左

③　プログラム保証引当金

　同左

 ④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退

職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末

における退職給付債務

の見込額に基づき計上

しております。

④　退職給付引当金

　同左

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退

職給付に備えるため、

当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見

込額に基づき計上して

おります。
 ⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職

慰労金の支給に備える

ため、会社内規に基づ

く中間連結会計期間末

要支給額を計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

　──────

⑤　役員退職慰労引当金

  同左

  

 

（追加情報） 

当社は、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、会

社内規に基づく中間連結会

計期間末要支給額を計上し

ておりましたが、平成19年

10月25日開催の定時株主総

会において役員退職慰労金

制度を廃止し、就任時から

当総会終結の時までの在任

期間に対応する退職慰労金

を当社の定める一定の基準

に従い、相当額の範囲内で

打ち切り支給することとい

たしました。

　これに伴い、当中間連結

会計期間において「役員退

職慰労引当金」を全額取り

崩し、打ち切り支給に伴う

未払額を固定負債の「長期

未払金」として計上してお

ります。 

 

 

 (4）その他中間連結財務諸

表 作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっており

ます。

(4）その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　同左

(4）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

 同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。

　同左 　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）  

当中間連結会計期間より、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成18

年８月11日実務対応報告第19号）を

適用しております。これによる損益

への影響はありません。

──────

 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）

  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。これによる損益への

影響はありません。

──────

 

  ──────

 

（企業結合に係る会計基準等）

 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「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

の関する適用指針」（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。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　当社は、前連結会計年度下期から資

本金が１億円超になり外形標準課税制

度が適用となったことに伴い、「法人

事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日　企業会

計基準委員会　実務対応報告第12号）

に従い、法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。

  この結果、販売費及び一般管理費が

3,500千円増加し、営業利益、経常利

益、税金等調整前中間純利益が同額減

少しております。

　──────

  

　──────

　

 平成18年９月28日付一般公募による

新株の発行は、引受証券会社が引受価

額で引受を行い、これを引受価額と異

なる発行価格で一般投資家に販売する

買取引受契約（以下「スプレッド方

式」という。）によっております。

 スプレッド方式では発行価格と引受

価額との差額が、引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料となることから、

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。当該新株発行

に際しての発行価格と引受価額との差

額は23,520千円であり、引受証券会社

が発行を行い、同一の発行価格で一般

投資家に販売する買取引受契約（従来

方式）によった場合に比べ、株式交付

費が23,520千円少なく計上され、また

経常利益及び税金等調整前中間純利益

は同額多く計上されております。

 ──────

 

平成18年９月28日付一般公募による新

株の発行は、引受証券会社が引受価額

で引受を行い、これを引受価額と異な

る発行価格で一般投資家に販売する買

取引受契約（以下「スプレッド方式」

という。）によっております。

スプレッド方式では発行価格と引受価

額との差額が、引受証券会社に対する

事実上の引受手数料となることから、

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。当該新株発行

に際しての発行価格と引受価額との差

額は23,520千円であり、引受証券会社

が発行を行い、同一の発行価格で一般

投資家に販売する買取引受契約（従来

方式）によった場合に比べ、株式交付

費が23,520千円少なく計上され、また

経常利益及び税金等調整前当期純利益

は同額多く計上されております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年１月31日）

前連結会計年度末
（平成19年７月31日）

※１　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務

※１　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務

※１　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務

担保に供されている資産 担保に供されている資産 担保に供されている資産

建物及び構築

物

630,749千円

土地 807,123千円

合計 1,437,873千円

建物及び構築

物

 622,006千円

土地   786,463千円

合計 1,408,470千円

建物及び構築

物

616,779千円

土地  807,123千円

合計 1,423,902千円

対応する債務 対応する債務 対応する債務

一年内に返済

予定の長期借

入金

135,336千円

長期借入金 627,172千円

合計 762,508千円

一年内に返済

予定の長期借

入金

  100,265千円

長期借入金 457,945千円

合計   558,210千円

一年内に返済

予定の長期借

入金

  110,940千円

長期借入金   502,740千円

合計   613,680千円
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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８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１　販売費及び一般管理費 ※１　販売費及び一般管理費 ※１　販売費及び一般管理費

役員報酬及び給与

手当

62,781千円

賞与引当金繰入額 4,463千円

プログラム保証引

当金繰入額
2,427千円

退職給付費用 157千円

役員退職慰労引当

金繰入額
12,435千円

  

役員報酬及び給与

手当

 74,603千円

賞与引当金繰入額   3,027千円

プログラム保証引

当金繰入額
  2,476千円

退職給付費用   269千円

役員退職慰労引当

金繰入額
  3,210千円

  

役員報酬及び給与

手当

140,286千円

賞与引当金繰入額   5,513千円

プログラム保証引

当金繰入額
  1,697千円

退職給付費用     666千円

役員退職慰労引当

金繰入額
 18,571千円

※２　　　　　――――― ※２　　　　　――――― ※２　固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

建物及び構築物   970千円

その他（器具備

品）

  817千円

  

 ※３　　　　　――――― 

 

 ※３　減損損失

 当中間連結会計期間において、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。

場所 用途 種類

 東京都

 品川区
 宿泊施設

 土地及び

 建物

 当社グループは、継続的に収支の把

握を行っている管理会計上の区分を基

礎としグルーピングを行っております。

 当中間連結会計期間において、売却

により処分する方針とされた土地及び

建物につき、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

（1,540千円）として特別損失に計上し

ております。　

 なお、当該資産は当中間連結会計期

間中に売却しており、回収可能価額は

正味売却価額（契約による売却価額）

により測定しております。

 ※３　　　　　――――― 
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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８月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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 768 120 － 888

合計 768 120 － 888

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

式の発行によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月30日

定時株主総会
普通株式 9,600 12.5 平成18年7月31日 平成18年10月31日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が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。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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 888 － － 888

合計 888 － － 888

２．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10月25日

定時株主総会
普通株式 22,200 25.0 平成19年7月31日 平成19年10月26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８月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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 768 120 － 888

合計 768 120 － 888

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

式の発行によるものであります。

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月30日

定時株主総会
普通株式 9,600 12.5 平成18年７月31日 平成18年10月31日

(2)基準日が当連結会計年度に帰属する配当のうち、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10月25日

定時株主総会
普通株式 22,200 利益剰余金 25.0

平成19年

７月31日

平成19年

10月26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８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び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連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金勘定 1,120,927千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 1,110,927千円

現金及び預金勘定 853,865千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 843,864千円

現金及び預金勘定 980,330千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△10,000千円

現金及び現金同等物 970,330千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年１月31日）

前連結会計年度末
（平成19年７月31日）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対 照 表
計 上 額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 26,991 95,667 68,675 31,481 73,471 41,990 29,663 98,329 68,666

(2）債券          

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 26,991 95,667 68,675 31,481 73,471 41,990 29,663 98,329 68,666

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

㈱大和コンピューター（3816）平成 20 年７月期中間決算短信

－ 29 －



（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８月１日　至　平成19年１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

 該当事項はありません。

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。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１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

 該当事項はありません。

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。

 

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19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18年付与ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　2名 

　 当社監査役　　　　　　　2名　  

当社従業員　　　      130名 

ストック・オプション数（注） 普通株式　　　　　 50,000株 

付与日 平成18年３月31日 

権利確定条件  権利確定条件は付されておりません

対象勤務期間  対象勤務時間の定めはありません

権利行使期間 平成20年３月25日～平成28年３月24日 

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 平成18年付与ストック・オプション 

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 －

付与 49,200

失効 1,500

権利確定 －

未確定残 47,700

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

 平成18年付与ストック・オプション  

権利行使価格（円） 1,750

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評価単価

（円）
－

　（注）　平成18年６月27日の株式分割（１：２）の効力発生により、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の

行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。
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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８月１日　至　平成19年１月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益に占める「ソフトウェア開発関連事業」の割合が、いずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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８月１日　至　平成19年１月31日） 

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、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８月１日　至　平成20年１月31日） 

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、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８月１日　至　平成19年７月31日）

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

情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日） 

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

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日） 

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

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日） 

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

前中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 1,998円23銭

１株当たり中間純利

益金額
161円35銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

161円52銭

１株当たり純資産額 2,149円36銭

１株当たり中間純利

益金額
   122円25銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,070円74銭

１株当たり当期純利

益金額
   232円13銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

   232円50銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 137,100 108,561 201,643

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）
137,100 108,561 201,643

期中平均株式数（千株） 849 888 868

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 4 － 6

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

　──────── 平成18年３月24日開

催の臨時株主総会によ

る新株予約権の付与。

新株予約権１種類（新

株予約権の目的となる

株式の数50,000株）。

　────────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　当社は平成19年１月19日開催の取締

役会において、当社100％出資子会社で

あるアイ・アンド・コム株式会社（沖

縄）、アイ・アンド・コム株式会社

（大阪）、アイ・アンド・コム株式会

社（東京）を平成19年５月１日付で合

併することを決議致しました。  

(1)　合併の目的 

 子会社３社の経営を統合すること

により、当社グループの経営効率の

向上を図ることを目的と致しました。

(2)　合併の内容

 ① 合併の日程

合併契約締結
：平成19年１月

19日

合併契約承認株

主総会 

：平成19年２月

５日

合併期日（効力

発生日） 

：平成19年５月

１日

合併登記 
：平成19年５月

７日

 　② 合併の方法

 　　アイ・アンド・コム株式会社（沖

縄）を存続会社とする吸収合併方

式で、アイ・アンド・コム株式会

社（大阪）及びアイ・アンド・コ

ム株式会社（東京）は解散いたし

ます。

 ③ 合併比率等

 100％出資子会社同士の合併であ

ることから、合併比率の取り決め

はありません。また、合併交付金

及び合併により発行する株式はあ

りません。

④ その他

 アイ・アンド・コム株式会社（大

阪）の従業員は、効力発生日迄に

当社へ転籍する予定であります。

(3)　合併後の状況

① 商号

：アイ・アン

ド・コム株式

会社

　 ──────

 

 

 

 

  

  

  

  

 　

 　　

 

 

 

 

 

  

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

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

② 事業内容 
：ソフトウェア

開発 

③ 本店所在地
：沖縄県那覇市

小禄1831-1 

（登記場所 

：沖縄県那覇市

泉崎

1-3-1-402）

④ 代表者 ：中村　憲司  

⑤ 資本金 ：10百万円

⑥ 決算期　 ：７月31日

 ──────

 

  

  

  

  

  

 ──────
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５．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19年１月31日）
当中間会計期間末

（平成20年１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７月31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  1,060,016   783,088    911,385   

２．売掛金  148,534   241,436    257,413   

３．たな卸資産  88,220   120,780    74,097   

４．その他  37,021   35,978    44,157   

貸倒引当金  △850   △1,410    △1,450   

流動資産合計   1,332,942 43.5  1,179,874 40.7 △153,068  1,285,603 42.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1) 建物 ※1,2 650,385   644,312    634,618   

(2) 土地 ※２ 844,476   823,816    844,476   

(3) その他 ※１ 19,954   23,562    32,015   

有形固定資産
合計

 1,514,816   1,491,692    1,511,111   

２．無形固定資産  8,476   9,360    10,491   

３．投資その他の資
産

           

(1) 投資有価証
券

 95,667   73,471    98,329   

(2) 関係会社株
式

 35,609   35,609    35,609   

(3) その他  78,824   109,871    91,356   

投資その他の
資産合計

 210,101   218,952    225,295   

固定資産合計   1,733,394 56.5  1,720,006 59.3 △13,388  1,746,897 57.6

資産合計   3,066,336 100.0  2,899,880 100.0 △166,456  3,032,501 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年１月31日）
当中間会計期間末

（平成20年１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７月31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  599   690    2,098   

２．一年内に返済予
定の長期借入
金

※２ 155,328   118,631    130,932   

３．一年内に償還予
定の社債

 40,000   40,000    40,000   

４．未払法人税等  123,453   83,972    112,992   

５．賞与引当金  34,332   37,839    42,411   

６．プログラム保証
引当金

 2,427   2,476    1,697   

７．その他 ※３ 135,556   127,796    194,731   

流動負債合計   491,696 16.0  411,406 14.2 △80,290  524,861 17.3

Ⅱ　固定負債            

１．社債  40,000   －    40,000   

２．長期借入金 ※２ 645,538   457,945    511,110   

３．退職給付引当金  47,525   52,934    50,110   

４．役員退職慰労引
当金

 97,422   －    103,558   

５．長期未払金  －   106,768    －   

固定負債合計   830,485 27.1  617,647 21.3 △212,838  704,778 23.2

負債合計   1,322,182 43.1  1,029,054 35.5 △293,128  1,229,640 40.5

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   357,840 11.7  357,840 12.3 －  357,840 11.8

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  262,896   262,896    262,896   

資本剰余金合
計

  262,896 8.6  262,896 9.1 －  262,896 8.7

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  3,640   3,640    3,640   

(2）その他利益
剰余金

           

特別償却準
備金

 3,910   2,028    2,832   

別途積立金  800,000   800,000    800,000   

繰越利益剰
余金

 275,350   419,647    335,139   

利益剰余金合
計

  1,082,900 35.3  1,225,315 42.3 142,415  1,141,611 37.6

株主資本合計   1,703,636 55.6  1,846,051 63.7 142,415  1,762,347 58.1

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  40,518 1.3  24,774 0.8   40,513 1.4

評価・換算差額
等合計

  40,518 1.3  24,774 0.8 △15,744  40,513 1.4

純資産合計   1,744,154 56.9  1,870,826 64.5 126,671  1,802,860 59.5

負債純資産合計   3,066,336 100.0  2,899,880 100.0 △166,456  3,032,501 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１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８月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   974,607 100.0  962,686 100.0 △11,920  2,011,616 100.0

Ⅱ　売上原価   596,803 61.2  594,616 61.8 △2,186  1,307,092 65.0

売上総利益   377,804 38.8  368,070 38.2 △9,733  704,523 35.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  160,316 16.5  173,341 18.0 13,025  370,631 18.4

営業利益   217,487 22.3  194,728 20.2 △22,758  333,892 16.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  27,127 2.8  7,814 0.8 △19,312  35,311 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※３  26,644 2.7  11,684 1.2 △14,959  34,996 1.7

経常利益   217,969 22.4  190,858 19.8 △27,111  334,207 16.6

Ⅵ　特別利益 ※４  27,394 2.8  40 0.0 △27,354  26,794 1.3

Ⅶ　特別損失 ※5,6  － －  1,540 0.1 1,540  1,788 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  245,364 25.2  189,357 19.7 △56,006  359,213 17.9

法人税、住民
税及び事業税

 119,200   81,965    189,763   

法人税等調整
額

 △8,191 111,008 11.4 1,488 83,453 8.7 △27,555 △23,616 166,146 8.3

中間（当期）
純利益

  134,355 13.8  105,904 11.0 △28,451  193,066 9.6
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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８月１日　至　平成19年１月31日）

 
 株主資本

 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

利　益
準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金
合      計特別償却

準 備 金
別　途
 積立金 

繰越利益
 剰 余 金 

平成18年７月31日　残高
（千円）

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

中間会計期間中の変動額          

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

剰余金の配当       △9,600 △9,600 △9,600

中間純利益       134,355 134,355 134,355

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

156,240 156,240 156,240 － － － 124,755 124,755 437,235

平成19年１月31日　残高
（千円）

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

 

評価・換算差額等

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７月31日　残高
（千円）

62,458 62,458 1,328,859

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   312,480

剰余金の配当   △9,600

中間純利益   134,355

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△21,939 △21,939 △21,939

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△21,939 △21,939 415,295

平成19年１月31日　残高
（千円）

40,518 40,518 1,744,154
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当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

 
 株主資本

 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

利　益
準備金

その他利益剰余金 
利益剰余金
合      計特別償却

準 備 金
別　途
 積立金 

繰越利益
 剰 余 金 

平成19年７月31日　残高
（千円）

357,840 262,896 262,896 3,640 2,832 800,000 335,139 1,141,611 1,762,347

中間会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩し     △803  803 － －

剰余金の配当       △22,200 △22,200 △22,200

中間純利益       105,904 105,904 105,904

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）

－ － － － △803 － 84,507 83,704 83,704

平成20年１月31日　残高
（千円）

357,840 262,896 262,896 3,640 2,028 800,000 419,647 1,225,315 1,846,051

 

評価・換算差額等

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７月31日　残高
（千円）

40,513 40,513 1,802,860

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △22,200

中間純利益   105,904

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△15,738 △15,738 △15,738

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△15,738 △15,738 67,965

平成20年１月31日　残高
（千円）

24,774 24,774 1,870,826
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前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 

株主資本

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

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金 合 計特別償却

準 備 金
別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成18年７月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額          

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

特別償却準備金の取崩し     △1,077  1,077 － －

剰余金の配当       △9,600 △9,600 △9,600

当期純利益       193,066 193,066 193,066

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）

156,240 156,240 156,240 － △1,077 － 184,544 183,468 495,946

平成19年７月31日　残高
（千円）

357,840 262,896 262,896 3,640 2,832 800,000 335,139 1,141,611 1,762,347

 

評価・換算差額等

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７月31日　残高
（千円）

62,458 62,458 1,328,859

事業年度中の変動額    

新株の発行   312,480

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当   △9,600

当期純利益   193,066

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

△21,945 △21,945 △21,945

事業年度中の変動額合計
（千円）

△21,945 △21,945 474,001

平成19年７月31日　残高
（千円）

40,513 40,513 1,802,860
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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８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

　移動平均法による原価

法によっております。

(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

　中間会計期間末日の

市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定）に

よっております。

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定）によっており

ます。
 時価のないもの

　移動平均法による原

価法によっております。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左

 (2）たな卸資産

 商品・仕掛品

　 個別法による原価法

 によっております。

(2）たな卸資産

 商品・仕掛品

 同左

(2）たな卸資産

 商品・仕掛品

 同左

２．固定資産の減価償却

 の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　５～50年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。　

建物　　　　５～50年 

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。　

建物　　　　５～50年 

  

 

 

 

（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

得した有形固定資産につい

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％

に到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。これ

による損益に与える影響は

軽微であります。

 （会計方針の変更）

当事業年度より、法人税

法の改正に伴い平成19年４

月１日以後に取得された減

価償却資産については、改

正後の法人税法に規定する

償却方法により減価償却費

を計上しております。これ

による損益への影響は軽微

であります。 

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2）無形固定資産

　 同左

(2）無形固定資産

 同左
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項目
前中間会計期間

（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
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上してお

ります。

(1）貸倒引当金

　 同左

(1）貸倒引当金

 同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する

賞与にあてるため、支給見

込額に基づき計上しており

ます。

(2）賞与引当金

　 同左

(2）賞与引当金

 同左

 (3）プログラム保証引当金

　販売済ソフトウェア製品

の保証期間中における補修

費にあてるため、売上高に

対応した補修費を過去の実

績に基づいて計上しており

ます。

(3）プログラム保証引当金

　 同左

(3）プログラム保証引当金

 同左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

における退職給付債務の見

込額に基づき計上しており

ます。

(4）退職給付引当金

　 同左

(4）退職給付引当金

　 従業員の退職金給付に備

えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務の見込

額に基づき計上しておりま

す。
 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、会社内規に

基づく中間会計期間末要支

給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

──────

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給

に備えるため、会社内規に

基づく期末要支給額を計上

しております。
  

 

 （追加情報）

 当社は、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、会

社内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上してお

りましたが、平成19年10月

25日開催の定時株主総会に

おいて役員退職慰労金制度

を廃止し、就任時から当総

会終結の時までの在任期間

に対応する退職慰労金を当

社の定める一定の基準に従

い、相当額の範囲内で打ち

切り支給することといたし

ました。

　これに伴い、当中間会計

期間において「役員退職慰

労引当金」を全額取り崩し、

打ち切り支給に伴う未払額

を固定負債の「長期未払

金」として計上しておりま

す。

 

 

４．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）  

  当中間会計期間より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年８

月11日実務対応報告第19号）を適用

しております。これによる損益への

影響はありません。

──────  （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 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。これによる損益への影響

はありません。

追加情報

前中間会計期間
（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
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

　当社は、前事業年度下期から資本　

金が１億円超になり外形標準課税制　

度が適用となったことに伴い、「法　

人事業税における外形標準課税部分　

の損益計算書上の表示についての実　

務上の取扱い」（平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告　

第12号）に従い、法人事業税の付加　

価値割及び資本割については、販売　

費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が

3,500千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益が同額減少して

おります。 

　 ──────

　

　 ──────

　

　平成18年９月28日付一般公募による

新株の発行は、引受証券会社が引受価

額で引受を行い、これを引受価額と異

なる発行価格で一般投資家に販売する

買取引受契約（以下「スプレッド方

式」という。）によっております。

　スプレッド方式では発行価格と引受

価額との差額が、引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料となることから

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。当該新株発行

に際しての発行価格と引受価額との差

額は、23,520千円であり、引受証券会

社が発行を行い、同一の発行価格で一

般投資家に販売する買取引受契約（従

来方式）によった場合に比べ、株式交

付費が23,520千円少なく計上され、ま

た経常利益及び税引前中間純利益は同

額多く計上されております。

 

 ──────

 

 平成18年９月28日付一般公募による

新株の発行は、引受証券会社が引受価

額で引受を行い、これを引受価額と異

なる発行価格で一般投資家に販売する

買取引受契約（以下「スプレッド方

式」という。）によっております。

 スプレッド方式では、発行価格と引

受価額との差額が引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料となることから、

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。当該新株式発

行に際しての発行価格と引受価額との

差額は23,520千円であり、引受証券会

社が発行を行い、同一の発行価格で一

般投資家に販売する買取引受契約（従

来方式）によった場合に比べ、株式交

付費が23,520千円少なく計上され、ま

た経常利益及び税引前当期純利益は同

額多く計上されております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年１月31日）

当中間会計期間末
（平成20年１月31日）

前事業年度末
（平成19年７月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は366,777千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は381,017千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は369,847千円であります。

※２　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務　　 

担保に供されている資産

※２　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務　　 

担保に供されている資産

※２　担保に供されている資産及びこ

れに対応する債務

担保に供されている資産

建物 630,749千円

土地 807,123千円

 計 1,437,873千円

建物  622,006千円

土地   786,463千円

 計 1,408,470千円

建物 616,779千円

土地   807,123千円

計 1,423,902千円

対応する債務 対応する債務 対応する債務

一年内に返済

予定の長期借

入金

135,336千円

長期借入金 627,172千円

計 762,508千円

一年内に返済

予定の長期借

入金

  100,265千円

長期借入金   457,945千円

計   558,210千円

一年内に返済

予定の長期借

入金

  110,940千円

長期借入金   502,740千円

計   613,680千円

※３　消費税等の表示

　消費税等につきましては、仮払

消費税等と仮受消費税等を相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

※３　消費税等の表示

　同左
※３　　　　　―――――

㈱大和コンピューター（3816）平成 20 年７月期中間決算短信

－ 45 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（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
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 19,954千円

無形固定資産 1,096千円

有形固定資産    21,960千円

無形固定資産     1,330千円

有形固定資産    41,142千円

無形固定資産     2,358千円

※２　営業外収益のうち主要項目 ※２　営業外収益のうち主要項目 ※２　営業外収益のうち主要項目

受取利息 4,347千円

受取家賃 5,203千円

受取利息     1,466千円

受取家賃 5,013千円

受取利息     4,682千円

受取家賃    10,291千円

 為替差益 14,909千円

※３　営業外費用のうち主要項目 ※３　営業外費用のうち主要項目 ※３　営業外費用のうち主要項目

支払利息 7,759千円

社債利息 555千円

公開関連費用 17,070千円

支払利息     5,530千円

社債利息    298千円

為替差損     5,850千円

支払利息    14,562千円

社債利息     1,277千円

公開関連費用    17,770千円

※４　特別利益のうち主要項目 ※４　特別利益のうち主要項目 ※４　特別利益のうち主要項目

貸倒引当金戻

入益

660千円

投資有価証券

償還益

26,734千円

貸倒引当金戻

入益

   40千円

       

貸倒引当金戻

入益

60千円

 投資有価証券

償還益

26,734千円

※５　　　　―――――　　 ※５　特別損失のうち主要項目 ※５　特別損失のうち主要項目

減損損失    1,540千円

 

固定資産除却

損

   1,788千円

 ※６　滅損損失　　 

 当中間会計期間において、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。

場所 用途 種類

 東京都

 品川区
 宿泊施設

 土地及び

 建物

 当社は、継続的に収支の把握を行っ

ている管理会計上の区分を基礎としグ

ルーピングを行っており、遊休資産に

ついては個別資産ごとにグルーピング

を行っております。

 当中間会計期間において、売却によ

り処分する方針とされた土地及び建物

につき、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（1,540

千円）として特別損失に計上しており

ます。　

 なお、当該資産は当中間会計期間中

に売却しており、回収可能価額は正味

売却価額（契約による売却価額）によ

り測定しております。
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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８月１日　至　平成19年１月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

  前中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

 　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

  当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

 　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

  前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（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
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 1,964円14銭

１株当たり中間純利

益金額
158円12銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

157円30銭

１株当たり純資産額 2,106円79銭

１株当たり中間純利

益金額
   122円25銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,030円25銭

１株当たり当期純利

益金額
   222円26銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

   220円70銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 134,355 105,904 193,066

　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）
134,355 105,904 193,066

　期中平均株式数（千株） 849 888 868

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（千株） 4 － 6

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

　──────── 　平成18年３月24日開

催の臨時株主総会によ

る新株予約権の付与。

新株予約権１種類（新

株予約権の目的となる

株式の数50,000株）。

　────────

（重要な後発事象）

 　 該当事項はありません。

㈱大和コンピューター（3816）平成 20 年７月期中間決算短信

－ 48 －



６．生産、受注及び販売の状況
(1)生産実績 

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

事業部門の名称   

前中間連結会計期間 

 （自　平成18年８月１日 

  至　平成19年１月31日） 

当中間連結会計期間

 （自　平成19年８月１日

  至　平成20年１月31日） 

 ソフトウェア開発関連（千円） 609,507 610,691

 合計（千円） 609,507 610,691

（注）１．金額は製造原価によっております。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ３．その他の事業は、生産に該当する事項がないため省略しております。

 (2)受注状況

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

事業部門の名称  

前中間連結会計期間 

（自　平成18年８月１日 

 至　平成19年１月31日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年８月１日

 至　平成20年１月31日） 

  受注高  受注残高  受注高 受注残高

 ソフトウェア開発関連（千円） 1,024,009 541,061 961,042 614,998

 その他（千円） 56,626 21,440 61,769 18,818

 合計（千円） 1,080,635 562,501 1,022,812 633,816

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 (3)販売実績

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

事業部門の名称   

前中間連結会計期間 

 （自　平成18年８月１日 

  至　平成19年１月31日） 

当中間連結会計期間

 （自　平成19年８月１日

  至　平成20年１月31日） 

 ソフトウェア開発関連（千円） 931,525 885,697

 その他（千円） 41,507 75,489

 合計（千円） 973,033 961,186

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

相手先

前中間連結会計期間 

（自　平成18年８月１日 

 至　平成19年１月31日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年８月１日

 至　平成20年１月31日） 

  金額（千円）  割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 住商情報システム㈱ 394,048 40.5 233,486 24.3

 ㈱大塚商会 310,666 31.9 330,648 34.4

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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