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(1) 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８月中間期 1,295 0.8 △27 － △31 － △28 －
 19年８月中間期 1,285 1.0 6 △33.7 3 47.8 △7 －

   20年２月期 2,845 △0.9 73 119.3 70 208.4 36 4.5

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８月中間期 △13 60 － －
 19年８月中間期 △3 44 － －

   20年２月期 17 63 － －

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年８月中間期 ―百万円 20年２月期 ―百万円

(2) 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８月中間期 2,366 1,279 54.1 621 33

 19年８月中間期 2,466 1,313 53.2 631 19

   20年２月期 2,365 1,351 57.2 653 28

(参考) 自己資本 20年８月中間期 1,279百万円 19年８月中間期 1,313百万円 20年２月期 1,351百万円

(3) 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８月中間期 9 △269 131 1,078

 19年８月中間期 60 57 △308 1,461

   20年２月期 96 31 △573 1,207

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

20年２月期 ― ― ― 18 00 18 00

21年２月期(実績) ― ― ― ―

21年２月期(予想) ― ― ― 18 00 18 00

(％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 3,300 16.0 99 35.4 92 30.7 51 39.2 24 65

－1－



4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づく将来予測等を前提にしておりま

す。従って、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があることにご留意くだ

さい。なお、本業績予想に関しては添付資料３ページをご参照ください。 

(1) 中間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）

(2) 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8月中間期 2,081,000株 19年8月中間期 2,081,000株 20年2月期 2,081,000株

② 期末自己株式数 20年8月中間期 22,020株 19年8月中間期 －株 20年2月期 11,561株
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①当中間期の経営成績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰、為替の不安定な変動、サブプライムローン

問題による米国経済減速などの懸念材料を抱え、景気後退局面に入りました。こうした経済環境下にあ

っても、デジタルデータ増加及び企業の内部統制強化に伴うデータ増大などの背景を受け、ストレージ

に対する需要の増加は続くものと見ております。しかしながら、ストレージも含めたＩＴ投資予算に関

しては厳しい状況にあり、より一層、低価格ソリューションに対する志向が強まるものと見ておりま

す。また、地球環境保護に対する意識の高まりから、ＩＴソリューションに対する「グリーン化」への

要求も強まっていくものと考えております。  

 このような状況下、当社は、技術開発面では価格競争力のある自社製RAIDコントローラを搭載した主

力新製品を投入しラインナップの充実を図る一方、営業面ではソリューション営業部による他社製品と

の組み合わせによる多彩なストレージソリューションの提供やOEM先の開拓等が実を結び徐々にその成

果を発揮してまいりました。  

  品目別の売上を見ていくと、まず主力製品のストレージ本体は、OEMビジネスの推進に伴う出荷数量

の増加が見られたものの、同時に単価の下落があり717百万円（前年同期比1.9%減）にとどまりまし

た。また、ソリューション販売の増加に伴い、ストレージと組み合わせて販売する商品の売上は横這い

で190百万円（同1.0%減）となりました。一方、サービス売上高は、24時間365日サービスの定着による

当該契約は増加したものの、翌年以降の売上となる１年超の保守契約が多く、223百万円（同7.4%減）

となりました。これらの売上にソリューション販売に組み合わせた周辺機器売上162百万円（同36.2%

増）を加え、当中間会計期間の売上高は1,295百万円（同0.8%増）となりました。  

 一方損益面は、売上総利益率は31.9%（0.2％減）と横這いでしたが、営業力強化に伴う人件費の増加

や研究開発費の増加等により営業損失は27百万円（前中間会計期間は営業利益6百万円）となり、経常

損失は31百万円（前中間会計期間は経常利益3百万円）となりました。この結果、中間純損失は28百万

円（前中間会計期間は中間純損失7百万円）となりました。  

 ②当期の見通し 

 国内ストレージ市場は、景気後退の不安定な経済情勢下にあって投資予算は厳しいものの、そのニー

ズは堅調で、低価格ソリューション中心に需要が多様化し、新たなストレージビジネスの機会が創出さ

れるものと予想しています。当社といたしましては、主要代理店との連携強化ならびにOEM製品の推

進、ユーザー用途に適応した他社製品との組合わせによるソリューションビジネスの強化、自社開発の

新製品RAIDSupremacyシリーズの拡売を図って売上目標の達成に取り組む方針であります。  

 以上を踏まえ、当期の見通しにつきましては、売上高3,300百万円（前期比16.0％増）、経常利益92

百万円（同30.7％増）、当期純利益は51百万円（同39.2％増）を見込んでおります。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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キャッシュ・フローの状況  

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少により、

たな卸資産の増加、仕入債務の減少、税引前当期純損失等の支払を吸収し、営業キャッシュフローは9

百万円となりましたが投資活動の支出269百万円を財務活動の調達資金131百万円により賄うことが出来

ず、前事業年度末より129百万円減少し1,078百万円（前年同期比26.2％減）となりました。  

 なお、当中間会計期間における各キャッシュ・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）  

 当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は9百万円（前年同期比84.2％減）となりまし

た。これは主に税引前当期純損失31百万円、仕入債務の減少99百万円、たな卸資産の増加73百万円を売

上債権の減少208百万円により賄ったこと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）  

 当中間会計期間において投資活動の結果支出した資金は269百万円（前中間会計期間は57百万円の収

入）となりました。これは主に定期預金の増加200百万円、投資有価証券の取得による支出30百万円、

敷金・保証金の預入による支出25百万円が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）  

 当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は131百万円（前中間会計期間は308百万円の支

出）となりました。これは、長期借入金の純調達172百万円に対し配当金の支払額36百万円があったこ

とによるものであります。  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）１．各指標の算出式は次のとおりであります。  

      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  

      債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×2）  

      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  

   ２．各指標は財務数値に基づき算出しております。  

   ３．株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により算 

     出しております。  

   ４．有利子負債は、貸借対照表に記載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、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。  

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年８月中間期 平成19年８月中間期 平成20年８月中間期

自己資本比率（％） 43.4 53.2 54.1

時価ベースの自己資本比率（％） 42.9 43.0 32.8

債務償還年数（年） 4.2 6.6 37.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.8 10.2 1.7
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当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と

将来の事業展開のための企業体質強化に配慮のうえ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としてお

ります。  

 また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく研究開発活動及び

設備投資に活用していく方針であります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回避及び発生

した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以

外の記載内容も併せて慎重に判断した上で行われる必要があると考えております。  

 また、以下の記載は、将来に関する事項も含め入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、

当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点ご留意くださ

い。 

  

① 製造を外部委託していることについて  

 当社は製品の開発、設計、品質管理及び販売に経営資源を集中し、製造については大部分を外部に委

託するファブレス型のモデルを採用しております。RAIDの主要構成部材（コンポーネンツ）は、ハード

ディスク・コントローラ・メモリー・電源装置等いずれも高度に規格化・標準化された部品であり、当

社はこれらの部材をそれぞれの専業メーカーからの供給に依存しております。当社はこれら部材の調達

を特定の会社に集中しないよう国内外のメーカーとの間で資材調達ネットワークを構築しております

が、将来、部材市況価格の急激な上昇や調達先の経営悪化、供給能力ダウン及び品質問題の発生等によ

り当社の部材調達に支障が発生し、当社が適切な時期に製品出荷ができなくなった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社は、現在のところ主に筐体の製作や部材の取り付け等の比較的単純な加工作業を外注先に

委託しております。当該加工作業については、作業の性格上代替先の確保に格別の困難は生じないと考

えられますが、将来当社の外注先の経営悪化、製造能力及び品質問題の発生等により当社製品の出荷遅

延又は停止等の事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 主力製品への依存度が高いことについて  

 当社のストレージ関連製品売上高は、平成20年８月中間期の当社売上高の55.4％を占めており、同製

品への依存度が高い収益構造となっております。  

当社の主力とする中規模ストレージ機器は、主に企業の情報処理システムの中枢を担うサーバーコンピ

ュータに接続する専用の外部記憶装置であることから、当社の業績は国内サーバー市場の動向に影響を

受けます。従って、不況の長期化等により企業の情報関連投資意欲が減退して国内サーバ－需要が減少

した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、ストレージ機器は技術革新が激しいため、製品のライフサイクルが１～1.5年程度と比較的短

い傾向にあります。当社は機動的な資材調達ネットワークの構築と需要予測に基づいたきめ細かな発注

ロット管理により在庫を必要 小限にとどめるための諸施策を講じておりますが、需要予測の見誤り、

他社新製品の投入等により当社製品在庫の陳腐化が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。  

 ストレージ関連機器は、デジタル社会の発展に伴うデータ量の増大と企業の情報処理システムが複数

のサーバーを使用した分散処理型に移行していくことを主要因として、今後の成長が期待される分野で

あります。現在のところ中規模のストレージ機器を専業とするメーカーは少数でありますが、将来大手

メーカー等多数の競合会社が当市場に参入してきた場合には、その参入状況によっては当社の製品競争

力・価格競争力が低下し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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③ 為替変動の影響について  

 当社の仕入額のうち、輸入仕入が占める割合は低いものの、輸入仕入額の多くは外貨建てでありま

す。  

 今後輸入仕入の比率が高まった際は、外国為替相場の変動による外貨決済の影響を回避するため、仕

入決済を実需に基づく為替予約等により為替リスクヘッジを行う予定ではありますが、すべての影響を

回避することができず、当社の業績がその影響を受ける可能性があります。また、為替変動による輸入

価格上昇により、価格競争力が低下し、販売活動に影響を及ぼす可能性があります。  
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  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及びITストレージサービス（株）（関係会 

 社）の２社により構成されております。 

  関係会社のITストレージサービス（株）はストレージ関連の保守サービス業務を行っており、当 

 社の製品の有償保守サービス及び無償保守サービスの一部を当該会社に委託しております。 

  事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

２ 企業集団の状況
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当社は、「使いやすさを追求したコンピュータハードウェアの提供を通じ、高度情報ネットワーク社

会の急速な発展に貢献する」を基本理念とし、サーバー等に接続するストレ－ジ（外部記憶装置）の開

発、製造及び販売を主力事業としております。  

 近年のインターネットの普及やブロードバンド（高速通信）インフラの急速な発展を背景に、企業や

個人が扱うデジタルデータ量は年々増加しており、このようなデジタルデータを効率的に保存・管理す

る専用装置としてストレージの需要は今後ますます高まるものと思われます。  

 このような状況のもと、当社は、分散型のサーバーシステムを構築している企業及び事業所を主要顧

客とし、機動的な製品供給体制によるコストパフォーマンスの高いストレージ関連機器やUNIX及び

LINUXを始めとした各種OSに対するスキルを生かしたサポートサービスを総合的に活用したデータ保存

の効率化及びコストダウンのためのソリューション提供を行うことを経営の基本方針としております。 

 当社は、上記の基本方針に基づき、製品の開発、設計、品質管理及び販売に経営資源を集中し、製造

の大部分を外部に委託するファブレス型モデルを採用した専業メーカーとして、ユーザーニーズを的確

に捉えたタイムリーな製品供給を行うことで今後の事業拡大を図る方針であります。  

 また、当社は、積極的かつタイムリーな企業情報の開示こそが証券市場における信頼獲得の要諦であ

ると認識しております。この基本認識に基づいて当社のIR活動は、証券取引法その他の関連法規の遵守

を踏まえ、会社説明会の開催やインターネットを通じた当社ホームページからの情報発信等に積極的に

取り組むことを基本方針としております。  

  

当社は、今後の事業拡大及び競争力強化のためには、自己資本の充実による財務体質の改善及び強化

が重要であると認識しており、内部留保の拡大のほか、時価発行増資等による資金調達手段の多様化に

注力し、ROE（株主資本利益率）を意識した適正な財務バランスの構築及び収益性の確保に努めてまい

る方針であります。  

上記方針のもと、当社は中長期的な適正ROEの目標水準を20％に設定しております。 

  

デジタルデータの増加及び企業の内部統制強化に伴うデータの増大などの背景を受けて、ストレージ

に対する需要の増加は続くものの、景気後退局面にある不透明な経済情勢下、ストレージも含めたＩＴ

投資予算に関しては厳しい状況にあり、より一層、低価格ソリューションに対する志向が強まっており

ます。 

 このような環境のもと、当社は営業活動における差別化と付加価値、及びビジネスの拡大・成長とい

う観点から中長期的に次の３つのビジネスに注力し、販売形態の多様化に取り組みます。 

①OEMと標準採用ビジネス  

ストレージの自社開発技術力を生かし、OEMや標準採用を獲得することで営業基盤の安定化を図りま

す。  

②サービスビジネス 

ストレージ製品の導入や設置及び保守といったサービスビジネスを拡大することで、お客様ヘのサービ

スレベルを向上させるとともに、売上拡大と差別化を図ります。 

③ソリューションビジネス 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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ストレージとサーバー及びソフトウェアなどを組み合わせた、コストパフォーマンスの高いソリュー

ションビジネスを推進します。 

  

当社が今後取り組むべき課題は次のとおりであると認識しております。  

① 営業活動の強化  

[製品ラインナップの拡充と強化]  

当社の特徴は容量単価の低いストレージを提供するところにあります。この特徴を継承しつつ、ストレ

ージに対するより幅広い需要に応えるために、他社ブランド製品も含めた品揃えの拡充と強化を図りま

す。具体的には自社開発新製品であるSupremacyシリーズの本格展開に加え、EMC社のAX4-5シリーズ、

アイシロン・システムズ社のIsilon IQシリーズ、データドメイン社のDatadomain アプライアンスシリ

ーズ等の、従来よりも上位に属する製品を投入し、今まで開拓し切れていなかったエンタープライズ系

の需要を獲得する方針です。  

   

[OEM製品供給の推進]  

前期に引き続き、OEM製品(相手先ブランドで販売される製品)の供給を推進してまいります。この分野

では、当社ミラー製品及びRAID製品を中心に既に複数の大手メーカーに採用が決まり、本格的な量産出

荷が始まっております。今後もOEM顧客数を拡大し、売上高の拡大と同時に安定化を図ってまいりま

す。  

   

[ストレージ・ソリューション販売の拡充と推進]  

当社の主力製品であるRAID製品とサーバー及びソフトウエアを組合わせて、可用性、操作性、効率性を

向上させたストレージシステムを実現したものをストレージ・ソリューションと呼んでいます。ストレ

ージ・ソリューション販売ではシステムとして販売するため、RAID製品単体に比較して、案件の単価が

高額になります。今後も、顧客ニーズや「グリーン化」を求める業界の動向にあわせたストレージ・ソ

リューションを開発・品揃えし、ストレージに対する多彩な需要に対して柔軟に対応することで売上高

の拡大を図ります。  

   

②製品開発の強化  

今期は自社開発新製品であるSupremacyシリーズの市場投入を開始しました。この製品は従来機種に比

較して、性能、機能、拡張性及び信頼性を顕著に改善した製品です。シリーズ内すべての製品ラインナ

ップの開発を完了させるために、開発活動を継続して行い、製品の競争力向上を図ります。また、当製

品の開発技術資産を活用して、さらに競争力のある製品開発を行ってまいります。  

   

③生産体制の強化  

 [品質管理体制の強化]  

 当社主力製品が上位機種に移行することで、お客様の重要なシステムに使用される点、及び、OEMビジ

ネスにより大手メーカーへの供給が増加する傾向を受け、製品品質の向上に一層注力をするため、品質

管理体制の強化を行ってまいります。  

    

 [生産の効率化とコストダウン]  

(4) 会社の対処すべき課題
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 当社の特徴であるファブレス生産体制を強化し、生産委託先との緊密な連携を行うことで、自社開

発製品の生産の効率化とコスト及び在庫の削減を図り、一層の価格競争力強化を目指します。  

  

  

該当事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,461,313 1,278,481 1,207,565

 ２ 受取手形 *2,4 66,355 89,569 52,489

 ３ 売掛金 552,445 466,297 711,422

 ４ たな卸資産 204,991 279,151 205,264

 ５ その他 33,599 62,932 41,010

 ６ 貸倒引当金 △141 △141 △ 141

   流動資産合計 2,318,564 94.0 2,176,289 92.0 2,217,610 93.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ＊１

  (1) 建物 49,363 47,142 48,227

  (2) その他 54,716 45,292 51,823

計 104,080 92,435 100,050

 ２ 無形固定資産 32,613 33,277 36,053

 ３ 投資その他の資産 11,466 64,524 11,558

   固定資産合計 148,159 6.0 190,236 8.0 147,663 6.2

   資産合計 2,466,724 100.0 2,366,526 100.0 2,365,274 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 235,254 233,993 333,494

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

442,212 345,816 349,706

 ３ 未払法人税等 3,631 3,417 3,383

 ４ 製品保証引当金 11,312 19,990 18,945

 ５ 前受収益 52,880 61,840 49,644

 ６ その他 ＊３ 50,418 54,471 67,200

   流動負債合計 795,708 32.3 719,528 30.4 822,373 34.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 357,516 367,700 190,978

   固定負債合計 357,516 14.5 367,700 15.5 190,978 8.1

   負債合計 1,153,224 46.8 1,087,228 45.9 1,013,351 42.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 496,310 20.1 496,310 21.0 496,310 21.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 608,360 608,360 608,360

   資本剰余金合計 608,360 24.7 608,360 25.7 608,360 25.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 18,562 18,562 18,562

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 170,000 170,000 170,000

    繰越利益剰余金 19,828 △1,741 63,624

   利益剰余金合計 208,391 8.4 186,820 7.9 252,186 10.7

 ４ 自己株式 ― ― △10,091 △0.4 △ 5,421 △ 0.2

   株主資本合計 1,313,061 53.2 1,281,399 54.2 1,351,435 57.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

438 △ 2,100 △0.1 487

   評価・換算差額等 
   合計

438 0.0 △ 2,100 △0.1 487 0.0

   純資産合計 1,313,499 53.2 1,279,298 54.1 1,351,923 57.2

   負債純資産合計 2,466,724 100.0 2,366,526 100.0 2,365,274 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,285,360 100.0 1,295,125 100.0 2,845,367 100.0

Ⅱ 売上原価 872,143 67.9 881,794 68.1 1,951,547 68.6

   売上総利益 413,216 32.1 413,330 31.9 893,820 31.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 406,237 31.6 441,195 34.1 820,676 28.8

  営業利益(△営業損失) 6,978 0.5 △27,864 △2.2 73,143 2.6

Ⅳ 営業外収益 ＊１ 2,623 0.2 2,703 0.2 9,538 0.3

Ⅴ 営業外費用 ＊２ 6,601 0.5 6,354 0.4 11,946 0.4

  経常利益(△経常損失) 3,000 0.2 △31,515 △2.4 70,735 2.5

Ⅵ 特別利益 ＊３ 56,345 4.4 ― 56,345 2.0

Ⅶ 特別損失 ＊４ 61,036 4.7 ― 61,036 2.2

   税引前中間(当期) 
   純利益(△純損失）

△1,689 △0.1 △31,515 △2.4 66,045 2.3

   法人税、住民税及び 
   事業税

950 534 24,710

   法人税等調整額 4,512 5,462 0.4 △3,933 △3,398 △0.2 4,690 29,400 1.0

   中間(当期)純利益
（△純損失）

△7,151 △0.5 △28,116 △2.2 36,644 1.3
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純損失 ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成19年８月31日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 18,562 170,000 45,709 234,271 1,338,941

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △18,729 △18,729 △18,729

 中間純損失 ― ― △7,151 △7,151 △7,151

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △25,880 △25,880 △25,880

平成19年８月31日残高(千円) 18,562 170,000 19,828 208,391 1,313,061

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２月28日残高(千円) 8,952 8,952 1,347,893

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △18,729

 中間純損失 ― ― △7,151

 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) △8,513 △8,513 △8,513

中間会計期間中の変動額合計(千円) △8,513 △8,513 △34,394

平成19年８月31日残高(千円) 438 438 1,313,499
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月29日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純損失 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成20年８月31日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 18,562 170,000 63,624 252,186 △5,421 1,351,435

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △37,249 △37,249 ― △37,249

 中間純損失 ― ― △28,116 △28,116 ― △28,116

 自己株式の取得 ― ― ― ― △4,669 △4,669

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △65,366 △65,366 △4,669 △70,036

平成20年８月31日残高(千円) 18,562 170,000 △1,741 186,820 △10,091 1,281,399

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20年２月29日残高(千円) 487 487 1,351,923

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △37,249

 中間純損失 ― ― △28,116

 自己株式の取得 ― ― △4,669

 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額(純額) △2,588 △2,588 △2,588

中間会計期間中の変動額合計(千円) △2,588 △2,588 △72,624

平成20年８月31日残高(千円) △2,100 △2,100 1,279,298
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成20年２月29日残高(千円) 496,310 608,360 608,360

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 18,562 170,000 45,709 234,271 ― 1,338,941

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △18,729 △18,729 ― △18,729

 当期純利益 ― ― 36,644 36,644 ― 36,644

 自己株式の取得 ― ― ― ― △5,421 △5,421

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 17,915 17,915 △5,421 12,493

平成20年２月29日残高(千円) 18,562 170,000 63,624 252,186 △5,421 1,351,435

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２月28日残高(千円) 8,952 8,952 1,347,893

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △18,729

 当期純利益 ― ― 36,644

 自己株式の取得 ― ― △5,421

 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) △8,464 △8,464 △8,464

事業年度中の変動額合計(千円) △8,464 △8,464 4,029

平成20年２月29日残高(千円) 487 487 1,351,923
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 
   （△純損失）

△1,689 △31,515 66,045

   減価償却費 21,986 24,290 50,014

   受取利息及び受取配当金 △1,824 △1,878 △3,218

   支払利息 6,219 5,481 10,616

   投資有価証券売却益 △21,957 ― △21,957

   固定資産除却損 49 355 544

   製品保証引当金の増減額 
   (△減少)

△33,894 1,045 △26,261

   その他営業外収益 △799 △825 △6,319

   その他営業外費用 382 872 1,330

   売上債権の増減額 
     （△増加）

200,503 208,046 55,392

   たな卸資産の増減額 
   (△増加)

56,063 △73,886 52,375

   仕入債務の増減額 
   (△減少)

△173,066 △99,500 △74,827

   未払消費税等の増減額
   (△減少)

― △6,316 △13,111

   その他資産の増減額 
   (△増加)

3,207 △17,931 △4,510

   その他負債の増減額 
   (△減少)

39,970 5,321 67,659

     小計 95,151 13,558 153,772

   利息及び配当金の受取額 1,824 1,878 3,218

   利息の支払額 △5,926 △5,383 △10,110

   その他営業外収益の受取額 799 825 6,319

   その他営業外費用の支払額 △382 △872 △1,330

   法人税等の支払額 △30,898 △433 △54,950

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

60,568 9,572 96,920
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前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の増減額(△増加) ― △200,000 ―

   投資有価証券の取得 
   による支出

△135 △30,223 △262

   投資有価証券の売却 
   による収入

79,443 ― 79,443

   有形固定資産の取得 
   による支出

△19,215 △7,374 △31,232

   無形固定資産の取得 
   による支出

― △6,880 △13,042

   関係会社株式の取得 
      による支出

△3,000 ― △3,000

   敷金・保証金の預入 
      による支出

― △25,486 ―

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

57,092 △269,963 31,905

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 ― 400,000 ―

   長期借入金の返済 
   による支出

△290,004 △227,168 △549,048

   自己株式の取得による支出 ― △4,669 △5,421

   配当金の支払額 △18,831 △36,855 △19,280

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△308,835 131,307 △573,749

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△減少）

△191,174 △129,083 △444,923

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,652,488 1,207,565 1,652,488

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

＊ 1,461,313 1,078,481 1,207,565
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(5) 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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

 ①関連会社株式

  移動平均法による原価

法を採用しております。

(1) 有価証券

 ①関連会社株式

     同左 

(1) 有価証券

 ①関連会社株式

     同左 

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入

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。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

     同左 

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

  決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定)を採用しておりま

す。

(2) たな卸資産

  移動平均法による低価

法を採用しております。

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

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(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 50年

工具器具 
備品

２年～８年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェ

アについては社内におけ

る利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  定額法を採用しており

ます。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(2) 製品保証引当金

  製品の保証期間中の費

用の支出に備えるため、

過年度の実績を基礎に将

来の保証見込額を加味し

て計上しております。

(2) 製品保証引当金

同左

(2) 製品保証引当金

同左

（追加情報） 

 当中間会計期間より、

保守売上の計上方法を変

更したため、有償保守契

約に係る製品保証引当金

を取り崩しております。

これにより、特別利益が

34,388千円増加しており

ます。

    ＿ （追加情報） 

当事業年度より、保守売

上の計上方法を変更した

ため、有償保守契約係る

製品保証引当金を取り崩

しております。これによ

り、特別利益が34,388千

円増加し、税引前当期純

利益は34,388千円増加し

ております。

４ リース取引の処理

方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左 同左

５ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲

  中間キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

(現金及び現金同等物)

は、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   キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左
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(6) 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19年３月１日 

至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日)

（保守売上の計上方法）

有償保守契約に係る売上につい

ては、従来、会計処理の簡便性を

考慮して、契約時に売上を一括計

上する一方、対応する原価につい

ては保守契約期間に発生する費用

を見積もって製品保証引当金へ計

上することにより費用収益の対応

をはかってまいりました。しかし

今後当該売上の重要性が増すと予

想されること、また「ソフトウェ

ア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年3月

30日企業会計基準委員会：実務対

応報告第17号）の公表を機に収集

を開始した保守契約データの分析

を通じて、売上を役務の提供に応

じ合理的に期間配分するための社

内基準を確立したことから、当中

間会計期間より当該売上を保守サ

ービスの提供期間にわたる契約の

履行に応じて収益認識（売上計

上）することといたしました。こ

の結果、契約未履行に係る収益

23,062千円の前受収益への計上及

び契約の履行に伴う過年度前受収

益31,218千円の売上高への計上に

より当中間会計期間の売上高は

8,156千円増加し、売上原価は489

千円減少するため、営業利益及び

経常利益はそれぞれ8,645千円増

加しております。また、過年度に

計上した保守売上のうち、平成19

年３月１日以降に契約の履行が行

われる金額61,036千円を特別損失

に、またそれに対応して過年度に

計上した保守契約に係る製品保証

引当金34,388千円を特別利益に計

上したことから、税引前中間純損

失は18,003千円増加しておりま

す。

   ──────

（保守売上の計上方法）

 有償保守契約に係る売上につ

いては、従来、会計処理の簡便性

を考慮して、契約時に売上を一括

計上する一方、対応する原価につ

いては保守契約期間に発生する費

用を見積もって製品保証引当金へ

計上することにより費用収益の対

応をはかってまいりました。しか

し今後当該売上の重要性が増すと

予想されること、また「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（平成18年3

月30日企業会計基準委員会：実務

対応報告第17号）の公表を機に収

集を開始した保守契約データの分

析を通じて、売上を役務の提供に

応じ合理的に期間配分するための

社内基準を確立したことから、当

事業年度より当該売上を保守サー

ビスの提供期間にわたる契約の履

行に応じて収益認識（売上計上）

することといたしました。この結

果、契約未履行に係る収益49,644

千円の前受収益への計上及び契約

の履行に伴う過年度前受収益

61,036千円の売上高への計上によ

り当事業年度の売上高は11,392千

円増加し、売上原価は2,962千円

減少するため、営業利益及び経常

利益はそれぞれ14,354千円増加し

ております。また、過年度に計上

した保守売上のうち、平成19年３

月１日以降に契約の履行が行われ

る金額61,036千円を特別損失に、

またそれに対応して過年度に計上

した保守契約に係る製品保証引当

金34,388千円を特別利益に計上し

たことから、税引前当期純利益は

12,294千円減少しております。

（有形固定資産の減価償却方法）

平成19年度の法人税法の改正に

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

資産については、改正後の法人税

法に基づく方法により減価償却費

を計上しております。 

 これによる損益に与える影響は

軽微であります。

   ──────

    

（有形固定資産の減価償却方法）

平成19年度の法人税法の改正に

伴い当事業年度より、平成19年4

月1日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法

に基づく方法により減価償却費を

計上しております。 

 これによる損益に与える影響は

軽微であります。
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(追加情報)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

     ──────

法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より平成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き取得価額

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

額と備忘価格との差額を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。

     ──────
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額

195,172千円

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額

220,014千円

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額

209,509千円

＊２ 受取手形裏書譲渡高

6,550千円

＊２   ────── ＊２   ──────

＊３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

＊３ 消費税等の取扱い

同左

＊４ 中間期末日満期手形

   中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日を持って決済

処理しております。なお、当中

間会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に

含まれて降ります。

  受取手形    20,952千円

＊３   ──────
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

＊１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 1,554千円

受取配当金 270

為替差益 588

＊１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 1,351千円

受取配当金 526

為替差益 620

＊１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 2,909千円

受取配当金 309

為替差益 4,939

協賛金収入 908

＊２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 6,219千円

＊２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 5,481千円

＊２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 10,616千円

＊３ 特別利益のうち重要なもの

投資有価証券 

売却益
21,957千円

製品保証引当

金戻入益
34,388千円

＊３   ────── ＊３ 特別利益のうち重要なもの

投資有価証券

売却益
21,957千円

製品保証引当

金戻入益
34,388千円

 

＊４ 特別損失のうち重要なもの

保守未経過 

売上振戻
61,036千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 12,954千円

無形固定資産 9,031

 

＊４   ──────

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 14,634千円

無形固定資産 9,656

 

＊４ 特別損失のうち重要なもの

保守未経過 

売上振戻
61,036千円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 31,381千円

無形固定資産 18,633
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８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 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 2,081,000 ― ― 2,081,000

合  計 2,081,000 ― ― 2,081,000

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合  計 ― ― ― ―

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５月28日 
定時株主総会

普通株式 18,729 9 平成19年２月28日 平成19年５月29日
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当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８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 

 
（注）普通株式の自己株式の増加10,459株のうち、10,400株は会社法第165 条第２項の規定による定款の定めに基づ

く取得による増加、59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 

該当事項はありません。 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間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会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 2,081,000 ― ― 2,081,000

合  計 2,081,000 ― ― 2,081,000

自己株式

普通株式 11,561 10,459 ― 22,020

合  計 11,561 10,459 ― 22,020

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20年５月20日 
定時株主総会

普通株式 37,249 18 平成20年２月29日 平成20年５月21日
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 

 
（注）普通株式の自己株式の増加11,561株のうち、11,500株は会社法第165 条第２項の規定による定款の定めに基づ

く取得による増加、61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 

該当事項はありません。 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 2,081,000 ― ― 2,081,000

合  計 2,081,000 ― ― 2,081,000

自己株式

普通株式 ― 11,561 ― 11,561

合  計 ― 11,561 ― 11,561

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５月28日 
定時株主総会

普通株式 18,729 9 平成19年２月28日 平成19年５月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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20年５月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 37,249 18 平成20年２月29日 平成20年５月21日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

＊現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 (平成19年８月31日現在)

現金及び 
預金勘定

1,461,313千円

現金及び 
現金同等物

1,461,313

 

＊現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 (平成20年８月31日現在)

現金及び
預金勘定

1,278,481千円

預入期間が3
ヶ月を超える
定期預金

△200,000

現金及び
現金同等物

1,078,481

 

＊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20年２月29日現在)

現金及び 
預金勘定

1,207,565千円

現金及び 
現金同等物

1,207,565
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

   

   該当事項はありません。

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末 
残高 

相当額 
(千円)

有形固定 
資産・ 
その他 
(車両 
運搬具)

12,684 11,415 1,268

合計 12,684 11,415 1,268

 

 

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

有形固定
資産・ 
その他 
(車両 
運搬具)

12,684 12,684 ―

合計 12,684 12,684 ―

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 1,449千円

１年超 -

合計 1,449

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 -千円

１年超 -

合計 -

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,473千円

減価償却費相当額 1,268

支払利息相当額 63
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 2,946千円

減価償却費相当額 2,536

支払利息相当額 87

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては級数法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては級数法によっております。

(減損損失について)

  リース資産に配分された減損損

失はありません。

       

(減損損失について)

  リース資産に配分された減損損

失はありません。
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前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 
  

 
  

(有価証券関係)

種類
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 1,686 2,426 739

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 1,686 2,426 739

中間貸借対照表計上額 (千円)

 関連会社株式

     非上場株式 3,000
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当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 
  

 
  

種類
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 32,037 28,495 △3,542

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 32,037 28,495 △3,542

中間貸借対照表計上額 (千円)

 関連会社株式

     非上場株式 3,000
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前事業年度末(平成20年２月29日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 
  

 
  

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 1,814 2,636 822

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 1,814 2,636 822

貸借対照表計上額 (千円)

 関連会社株式

     非上場株式 3,000
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前中間会計期間(自平成19年３月１日 至平成19年８月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自平成20年３月１日 至平成20年８月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自平成19年３月１日 至平成20年２月29日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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前中間会計期間(自平成19年３月１日 至平成19年８月31日) 

中間財務諸表等規則第５条の７の規定により、関連会社の損益等に重要性が乏しいため 

  記載を省略しております。 

  

当中間会計期間(自平成20年３月１日 至平成20年８月31日) 

中間財務諸表等規則第５条の７の規定により、関連会社の損益等に重要性が乏しいため 

  記載を省略しております。 

  

前事業年度(自平成19年３月１日 至平成20年２月29日) 

利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

(持分法投資損益等)
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

  該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)
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当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり中間（当期）純損益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 631.19円 １株当たり純資産額 621.33円 １株当たり純資産額 653.28円

１株当たり中間純損失 3.44円 １株当たり中間純損失 13.60円 １株当たり当期純利益 17.63円

 なお、潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額については、潜在

株式が存在しないため記載してお

りません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額については、潜在

株式が存在しないため記載してお

りません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額については、潜在

株式が存在しないため記載してお

りません。

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益または 
 中間純損失(△）(千円)

△7,151 △28,116 36,644

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)
純利益または中間純損失(△） 

 (千円)
△7,151 △28,116 36,644

期中平均株式数(千株) 2,081 2,059 2,078
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

 

（会社法第165条第２項の規定に基

づく定款の定めに基づく自己株式の

取得）

 当社は、平成19年10月10日開催の

取締役会において、会社法第165条

第3項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づ

き、自己株式を取得することを決議

いたしました。

(1)自己株式取得に関する取締役会

の決議内容

①取得の理由 
 
 
 
 
 

資本効率の向上を図ると
ともに、経営環境の変化
に対応した機動的な資本
戦略に備えて自己株式を
取得するものでありま
す。 

②取得の方法 
 
 

株式会社ジャスダック証
券取引所における市場買
付け

③取得する 
 株式の種類

普通株式 
 

④取得する 
 株式の数

    25,000株(上限) 
 

⑤取得価額 
 の総額

25,000,000円(上限) 
 

⑥自己株式 
 取得の期間

平成19年10月11日から 
平成20年２月22日まで

(2)自己株式取得の実施内容 

 （平成19年10月31日現在）

①取得した 
 株式の総数

     1,700株 
 

②取得価額 
 の総額

   912,800円 
 

  

 

 

   該当事項はありません。    該当事項はありません。
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 (1)生産実績 

   当社の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。             (単位：千円) 

 
 (注)１.金額は販売価格によっております。 

   ２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (2)商品仕入実績 

   当社の商品仕入実績は、次のとおりであります。                  (単位：千円) 

 
 (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (3)受注状況 

   当社は見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

 (4)販売実績 

   当社の販売実績を品目別に区分して示すと、次のとおりであります。        (単位：千円) 

 
 (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５ 生産、受注及び販売の状況

期 別  前中間会計期間
（自 平成19年３月1日 
至 平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自 平成20年３月1日 
至 平成20年８月31日）

前事業年度 
（自 平成19年３月1日 
至 平成20年２月29日） 品 目 別

 ストレージ本体 663,815 759,359 1,626,131

 周 辺 機 器 122,903 166,945 293,946

 合     計 786,718 926,304 1,920,077

期 別  前中間会計期間
（自 平成19年３月1日 
至 平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自 平成20年３月1日 
至 平成20年８月31日）

前事業年度 
（自 平成19年３月1日 
至 平成20年２月29日） 品 目 別

商    品 155,568 158,416 321,771

期 別   前中間会計期間
（自 平成19年３月1日 
至 平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自 平成20年３月1日 
至 平成20年８月31日）

前事業年度 
（自 平成19年３月1日 
至 平成20年２月29日） 品 目 別

 ストレージ本体 731,269 717,587 1,722,291

 周 辺 機 器 119,621 162,982 292,615

製 品 小 計 850,891 880,569 2,014,907

商    品 192,753 190,767 401,100

サ ー ビ ス 241,714 223,788 429,360

合    計 1,285,360 1,295,125 2,845,367

㈱ニューテック（6734）平成21年２月期中間決算短信（非連結）

－40－




