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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期

会計期間

自平成17年
10月１日
至平成18年
３月31日

自平成18年
10月１日
至平成19年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
３月31日

自平成17年
10月１日
至平成18年
９月30日

自平成18年
10月１日
至平成19年
９月30日

売上高 （千円） 777,227 1,041,693 782,630 1,554,618 1,886,845

経常利益 （千円） 348,163 360,879 182,414 470,824 502,832

中間（当期）純利益 （千円） 201,962 209,842 105,007 261,748 287,044

持分法を適用した場合の

投資利益又は投資損失
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 200,059 200,059 200,059 200,059 200,059

発行済株式総数 （株） 54,408 54,408 54,408 54,408 54,408

純資産額 （千円） 1,111,984 1,327,204 1,413,269 1,171,770 1,404,089

総資産額 （千円） 1,711,360 1,905,150 2,170,625 1,698,709 2,029,779

１株当たり純資産額 （円） 20,437.87 24,393.56 26,097.23 21,536.73 25,806.68

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） 3,822.43 3,856.82 1,932.91 4,881.19 5,275.78

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額

（円） 3,745.03 3,789.06 1,901.16 4,786.13 5,183.65

１株当たり配当額 （円） － － － 1,000 1,100

自己資本比率 （％） 65.0 69.7 65.1 69.0 69.2

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 79,571 33,088 199,639 143,291 256,768

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 11,522 △12,890 △4,075 △94,878 △34,126

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 411,544 △53,525 △92,855 411,544 △53,696

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） 1,347,083 1,271,075 1,576,058 1,304,402 1,473,349

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

83

(4)

103

(11)

121

(3)

103

(3)

130

(6)

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第14期は関連会社がありませんので、「持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失」については記載し

ておりません。第15期中間会計期間からは、関連会社の重要性が乏しいため、「持分法を適用した場合の投資

利益又は投資損失」については記載しておりません。
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４．従業員数は就業人員数を表示しております。

５．当社は平成17年１月６日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。

２【事業の内容】

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 121(3)　

  （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パート　

　　　　　  を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

            す。

　　　　２．臨時雇用者には、パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員を除いております。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間における我が国経済は、景気回復の基調にはあるものの、米経済の減速懸念や急激な円高、原油価

格の上昇などで企業部門の動きが弱まるなど、景気は一時的に停滞の動きも見られました。

　このような環境の中で、当社はゲームソフトを中心としたデジタルエンターテインメントコンテンツの開発・販

売を行いました。

 この結果、当中間会計期間の売上高は782,630千円（前年同期比24.9％減）、経常利益は182,414千円（前年同期比

49.5％減）、中間純利益は105,007千円（前年同期比50.0％減）となりました。事業部門別の販売実績及び概況は以下

の通りであります。

 ①ゲームソフト開発事業

　ゲームソフト市場においては、携帯型ならびに据置型の新型ハードウェアの普及に伴いゲーム機の特性を活かし

た新しい遊びや、学習、生活に関連した新ジャンルの市場拡大が続いております。ゲームソフト開発事業において

は、こうしたハードウェアの特質を活かした開発により人気テレビアニメやコミックのアクションゲームを中心に

開発を進めてまいりました。また、市場動向に鑑みテレビのバラエティ番組をゲーム化したタイトルの開発も実施

し、期首計画では８タイトルの開発計画でしたが、開発進捗やクライアントからの検収が早期化するなどの状況で

合計11タイトルの開発を完了しました。当中間会計期間におけるロイヤリティ収入を加えた売上高は 694,115千円

となりました。

 ②モバイルコンテンツ開発事業

　モバイルコンテンツ開発事業においては、当中間会計期間における売上高は82,994千円となりました。

　③その他事業

　その他事業においては、当中間会計期間における売上高は5,520千円となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　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。）の状況は、税引前中間純利益（182,414千

円）や前受金の増加（127,125千円）、売上債権の減少（27,300千円）等の資金増加要因に対し、たな卸資産の増加

（48,554千円）、および法人税等の支払（113,141千円）等資金減少要因があり、結果、前事業年度末に比べ 102,708

千円増加し、当中間会計期間末には 1,576,058千円となりました。また、当中間会計期間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）

　当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、199,639千円となりました。資金減少要因として、法人税

等の支払（113,141千円）や開発業務によるたな卸資産の増加（48,554千円）などがありましたが、税引前中間純利

益（182,414千円）や売上債権の減少（27,300千円）、前受金の増加（127,125千円）等が資金増加要因として寄与し

たものです。

（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、4,075千円となりました。これは主として開発用機材等の

購入によるものです。

（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支出した資金は、92,855千円となりました。これは第15期期末配当金の支

払（59,198千円）と自己株式の取得（33,656千円）によるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

 (1) 開発実績

 　開発実績を示すと、次のとおりであります。

事業部門等の名称
 前中間会計期間

（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 3月31日）

 当中間会計期間
（自　平成19年10月 1日
至　平成20年 3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 9月30日）

 ゲームソフト開発事業（千円） 542,028     390,537          1,023,325

合計       542,028              390,537          1,023,325

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 (2) 受注状況

 　受注状況を示すと、次のとおりであります。

 ①受注高

事業部門等の名称
前中間会計期間

（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 3月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月 1日
至　平成20年 3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 9月30日）

 ゲームソフト開発事業（千円） 766,500 597,750 1,937,500

合計 766,500 597,750 1,937,500

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ②受注残高

事業部門等の名称
前中間会計期間

（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 3月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月 1日
至　平成20年 3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 9月30日）

 ゲームソフト開発事業（千円） 773,500 1,242,000 1,219,000

合計 773,500 1,242,000 1,219,000

　（注）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

 　販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門等の名称
前中間会計期間

（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 3月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月 1日
至　平成20年 3月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年 9月30日）

 ゲームソフト開発事業（千円） 957,740 694,115 1,715,721

 モバイルコンテンツ開発事業

（千円）
79,392 82,994 164,044

 その他事業（千円） 4,560 5,520 7,080

合計 1,041,693 782,630 1,886,845

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

        ２．主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

　         前中間会計期間
      （自 平成18年10月 1日
　      至 平成19年 3月31日） 

           当中間会計期間
      （自 平成19年10月 1日
　      至 平成20年 3月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 株式会社バンダイナムコゲームス 135,121 13.0 168,385 21.5

 株式会社タカラトミー 231,686 22.2 163,917 20.9

 株式会社セガ ※１ ※１ 111,250 14.2

 株式会社キャビア  ※１  ※１ 100,000 12.8

 株式会社スクウェア・エニックス  ※１  ※１ 81,291 10.4

 任天堂株式会社 177,555 17.0 ※２  ※２

 山佐株式会社 170,000 16.3 ※２  ※２

 株式会社カプコン 140,006 13.4 ※２  ※２

 ※１  前中間会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。

 ※２　当中間会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。
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３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

４【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

５【研究開発活動】

当中間会計期間において、特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 54,408 54,408
東京証券取引所

（マザーズ）
 －

計 54,408 54,408 － －

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成17年６月14日開催の臨時株主総会特別決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,167 1,162

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類             普通株式             普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,167（注）２． 1,162（注）２．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 24,800（注）３． 24,800（注）３．

新株予約権の行使期間
平成20年６月16日から

平成23年６月15日まで

平成20年６月16日から

平成23年６月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　24,800

資本組入額　12,400

発行価格　　24,800

資本組入額　12,400

新株予約権の行使の条件 （注）１． （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

　（注）１．新株予約権の行使の条件

(1）本新株予約権の割当個数の全部または一部を行使することができる。ただし、１個の本新株予約権をさらに

分割して行使することはできないものとする。

(2）新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は喪失するものとする。

(3）新株予約権の譲渡、質入その他の処分をすることができない。

(4）新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が、いずれかの証券取引所に上場された場合に限り、行使す

ることができる。

(5）その他の細目については当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定め

られております。
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２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整さ

れるものとする。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝
調整前
行使価額

×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成19年10月１日～

平成20年３月31日　
－ 54,408 － 200,059 － 261,309

　

（５）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

藤澤 知徳 東京都大田区 32,900 60.47

豊嶋 真人 東京都世田谷区 7,700 14.15

日比　進 東京都大田区 800 1.47

外山 雄一 東京都大田区 800 1.47

落合 雄一 東京都目黒区 800 1.47

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目9-1 583 1.07

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 504 0.93

エイティング従業員持株会 東京都品川区南大井６丁目20番14号 306 0.56

バンク オブ ニューヨーク

ジーシーエム クライアント

アカウント アイエスジー

（常任代理人　株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行）

千代田区丸の内２丁目7-1 206 0.38

城田 健吾 横浜市旭区 200 0.37

計 － 44,799 82.34

　（注）上記のほか、自己株式が373株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　373 －　 －

完全議決権株式（その他） 普通株式　54,035 54,035 －

端株 － － －

発行済株式総数 54,408 － －

総株主の議決権 － 54,035 －

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社エイティング
東京都品川区南大井

六丁目20番14号
373 － 373 0.69

計 － 373 － 373 0.69

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 168,000 160,000 143,000 113,000 105,000 95,000

最低（円） 132,000 115,000 111,000 77,500 74,000 82,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年10月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年10月１日から平成19年３月31日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成

19年10月１日から平成20年３月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けており

ます。

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【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３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30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 　  1,271,075   1,576,058   1,473,349  

２．売掛金 　  153,821   49,851   77,152  

３．たな卸資産 　  299,661   346,101   297,546  

４．繰延税金資産 　  26,982   25,027   10,165  

５．その他 　  11,330   15,154   14,683  

流動資産合計 　  1,762,872 92.5  2,012,193 92.7  1,872,897 92.3

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※ 1  42,188   36,575   37,252  

２．無形固定資産 　  5,815   5,753   5,201  

３．投資その他の資産 　  94,273   116,103   114,428  

固定資産合計 　  142,277 7.5  158,432 7.3  156,882 7.7

資産合計 　  1,905,150 100.0  2,170,625 100.0  2,029,779 100.0

　 　          

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　  40,860   10,323   18,486  

２．未払法人税等 　  172,794   99,117   116,533  

３．前受金 　  256,200   526,125   399,000  

４．賞与引当金 　  29,668   36,250   －  

５．その他 ※ 2  78,422   85,539   91,670  

流動負債合計 　  577,945 30.3  757,356 34.9  625,689 30.8

負債合計 　  577,945 30.3  757,356 34.9  625,689 30.8
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前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  200,059 10.5  200,059 9.2  200,059 9.8

２．資本剰余金 　          

(1）資本準備金 　 261,309   261,309   261,309   

資本剰余金合計 　  261,309 13.7  261,309 12.0  261,309 12.9

３．利益剰余金 　          

(1）その他利益剰余金 　          

繰越利益剰余金 　 865,836   988,197   943,039   

利益剰余金合計 　  865,836 45.5  988,197 45.5  943,039 46.5

４．自己株式 　  － －  △33,656 △1.6  － －

株主資本合計 　  1,327,204 69.7  1,415,909 65.2  1,404,407 69.2

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

　　その他有価証券評価差
額金

　  － －  △2,639 △0.1  △317 0.0

　　評価・換算差額等　合計 　  － －  △2,639 △0.1  △317 0.0

純資産合計 　  1,327,204 69.7  1,413,269 65.1  1,404,089 69.2

負債純資産合計 　  1,905,150 100.0  2,170,625 100.0  2,029,779 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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 　  1,041,693 100.0  782,630 100.0  1,886,845 100.0

Ⅱ　売上原価 　  454,067 43.6  364,504 46.6  957,278 50.7

売上総利益 　  587,625 56.4  418,125 53.4  929,566 49.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  226,847 21.8  236,698 30.2  427,979 22.7

営業利益 　  360,778 34.6  181,427 23.2  501,587 26.6

Ⅳ　営業外収益 ※1  101 0.0  987 0.1  1,244 0.1

Ⅴ　営業外費用 　  － －  － －  － －

経常利益 　  360,879 34.6  182,414 23.3  502,832 26.6

Ⅵ　特別利益 ※2  1,000 0.1  － －  1,000 0.1

Ⅶ　特別損失 　  － －  － －  － －

税引前中間（当
期）純利益

　  361,879 34.7  182,414 23.3  503,832 26.7

法人税、住民税及び
事業税

　 168,964   96,322   217,007   

法人税等調整額 　 △16,927 152,037 14.6 △18,915 77,407 9.9 △220 216,787 11.5

中間（当期）純利
益

　  209,842 20.1  105,007 13.4  287,044 15.2
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰
余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年9月30日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770 1,171,770

中間会計期間中の変動額        

　剰余金の配当    △54,408 △54,408 △54,408 △54,408

　中間純利益    209,842 209,842 209,842 209,842

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
   155,434 155,434 155,434 155,434

平成19年３月31日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 865,836 865,836 1,327,204 1,327,204

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３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 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９月30日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 943,039 943,039 － 1,404,407

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当 － － － △59,848 △59,848 － △59,848

中間純利益 － － － 105,007 105,007 － 105,007

自己株式の取得 － － － － － △33,656 △33,656

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）
－ － － 45,158 45,158 △33,656 11,501

平成20年３月31日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 988,197 988,197 △33,656 1,415,909

 

 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９月30日残高

（千円）
△317 △317 1,404,089

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △59,848

中間純利益 － － 105,007

自己株式の取得 － － △33,656

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

(純額）

△2,322 △2,322 △2,322

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
△2,322 △2,322 △9,179

平成20年３月31日残高

（千円）
△2,639 △2,639 1,413,269

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）
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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

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９月30日残高（千円） 200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770

事業年度中の変動額       

剰余金の配当    △54,408 △54,408 △54,408

当期純利益    287,044 287,044 287,044

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） － － － 232,636 232,636 232,636

平成19年９月30日残高（千円） 200,059 261,309 261,309 943,039 943,039 1,404,407

 

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９月30日残高（千円） － － 1,171,770

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △54,408

当期純利益   287,044

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額(純額）
△317 △317 △317

事業年度中の変動額合計（千円） △317 △317 232,319

平成19年９月30日残高（千円） △317 △317 1,404,089
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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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３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18年10月１日
至　平成19年９月30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 　 361,879 182,414 503,832

減価償却費 　 5,912 5,317 11,948

賞与引当金の増減額（減少：
△）

　 29,668 36,250 －

受取利息及び受取配当金 　 △3 △888 △691

投資有価証券売却益 　 △1,000 － △1,000

売上債権の増減額（増加：△） 　 △111,763 27,300 △35,093

たな卸資産の増減額（増加：
△）

　 △105,310 △48,554 △103,195

仕入債務の増減額（減少：△） 　 23,608 △8,162 1,234

前払金の増減額（増加：△） 　 1,365 － 1,365

前受金の増減額（減少：△） 　 △32,550 127,125 110,250

未払金の増減額（減少：△） 　 △7,001 12,831 △4,310

未払消費税等の増減額（減少：
△）

　 1,485 △4,774 △1,134

その他 　 △7,162 △16,967 2,897

小計 　 159,127 311,892 486,100

利息及び配当金の受取額 　 3 888 691

法人税等の支払額 　 △126,042 △113,141 △230,023

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 33,088 199,639 256,768
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前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３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18年10月１日
至　平成19年９月30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

　    

有形固定資産の取得による支出 　 △223 △2,265 △223

無形固定資産の取得による支出 　 △1,666 △1,710 △2,352

投資有価証券の取得による支出 　 － － △20,630

投資有価証券の売却による収入 　 2,000 － 2,000

関係会社株式の取得による支出 　 △25,000 － △25,000

敷金保証金の返還による収入 　 12,000 － 12,000

その他 　 － △100 79

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △12,890 △4,075 △34,126

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　    

 自己株式の取得による支出 　 － △33,656 －

配当金の支払額 　 △53,525 △59,198 △53,696

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

　 △53,525 △92,855 △53,696

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：△）

　 △33,327 102,708 168,946

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 1,304,402 1,473,349 1,304,402

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 1,271,075 1,576,058 1,473,349
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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。　

②　その他有価証券

 時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。

 時価のないもの

 　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

 

②　その他有価証券

 時価のあるもの

        同左

 

 

 

 

 

 時価のないもの

 　     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

　 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。 

 時価のないもの

　     同左

 (2）たな卸資産

①　仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

①　仕掛品

　       同左　

 (2）たな卸資産

 ①　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（ただし、建物について

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　　　　　　６～15年

工具器具備品　　４～15年

(1）有形固定資産

           同左

　

　

　

(1）有形固定資産

　        同左

　

　

　

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、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．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。

 なお、当中間会計期間末におい

ては、計上はありません。

(1）貸倒引当金

　         同左

　

(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。

　なお、当事業年度末においては、計

上はありません。

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

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

─────

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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

　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か月

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

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

 消費税等の会計処理方法

 同左

消費税等の会計処理方法

同左

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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

───── ───── ─────

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

───── ───── ─────

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３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

19,423千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      26,884千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

            22,723千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※２　消費税等の取扱い

　　　　　　同左

※２　　　　　─────
　

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

       受取利息　　 　　　　　　　  3千円

      

※１　営業外収益のうち主要なもの

  受取利息

  受取配当金　

 

5千円

     882千円

　

※１　営業外収益のうち主要なもの

 受取利息

 受取配当金　

 受取報奨金　

       9千円

        682千円

         190千円

※２　特別利益のうち主要なもの ※２　特別利益のうち主要なもの ※２　特別利益のうち主要なもの

 投資有価証券売却益

　　　　　

  1,000千円 　　　　　　　────  投資有価証券売却益

　　　　　

  1,000千円

   
 ３　減価償却実施額  ３　減価償却実施額  　３　減価償却実施額

有形固定資産      4,927千円

無形固定資産    984千円

有形固定資産        4,160千円

無形固定資産       1,157千円

有形固定資産       9,863千円

無形固定資産      2,085千円
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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10月１日　至　平成19年３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 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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

（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12月22日

定時株主総会
普通株式 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

(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中間会計期間末後となるもの

 　 該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３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 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式     

普通株式 － 373 － 373

合計 － 373 － 373

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加373株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものです。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　 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

（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12月20日

定時株主総会
普通株式 59,848 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日

(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中間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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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９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 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式     

　普通株式 － － － －

合計 － － － －

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

決議 株式の種類 配当原資
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18年12月22日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

（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

決議予定 株式の種類 配当原資
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19年12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 59,848 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日

（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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定  1,271,075千円

現金及び現金同等物 1,271,075千円

現金及び預金勘定 1,576,058千円

現金及び現金同等物 1,576,058千円

現金及び預金勘定 1,473,349千円

現金及び現金同等物 1,473,349千円

（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

　

当中間会計期間末（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 －  － －

 ②債券  －  － －

 ③その他 19,824 15,373 △4,451

  合計 19,824 15,373 △4,451

前事業年度末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 －  － －

 ②債券  －  － －

 ③その他 19,824 19,289 △535

  合計 19,824 19,289 △535

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

       前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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10月１日　至　平成20年３月31日）

 　該当事項はありません。

       前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

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17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　　４名

従業員　　　　　　　　32名

ストック・オプション数 普通株式　1,192株

付与日   平成17年６月15日

権利確定条件
 付与日（平成17年６月15日）以降、権利確定日（平成20年６月15

日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間  平成17年６月15日から平成20年６月15日まで

権利行使期間 平成20年６月16日から平成23年６月15日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。 

　

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

　　 株式数に換算しております。

①．ストック・オプションの数

平成17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）　ストック・オプション

権利確定前　（株） 　

前事業年度末 1,172

付与  －

失効 5

権利確定 － 

未確定残 1,167

権利確定後　（株）  

前事業年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

②．単価情報

平成17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）　ストック・オプション

権利行使価格　（円） 24,800　

行使時平均株価　（円） －　

付与日における公正な評価単価　（円） －　

 （注）権利行使価格は１株当たりの払込金額を記載しております。
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（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　関連会社の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19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　関連会社の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18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額   24,393.56円

１株当たり中間純利益金額    3,856.82円

１株当たり純資産額 26,097.23円

１株当たり中間純利益金額 1,932.91 円

１株当たり純資産額 25,806.68円

１株当たり当期純利益金額 5,275.78円

 潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額               3,789.06円

 潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額 　　　　　　　1,901.16円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額　　       　　5,183.65円

  

　（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10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９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） 209,842 105,007 287,044

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）
209,842 105,007 287,044

期中平均株式数（株） 54,408 54,408 54,408

　    

 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（株） 973 907 967

 （うち、新株予約権（株）） (973) (907) (967)

 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まれなかった潜

在株式の概要

－ － －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（２）【その他】

　　　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第15期）（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月21日関東財務局長に提出。

(2）自己株券買付状況報告書

　  報告期間（自平成20年２月１日　至平成20年２月29日）平成20年３月13日関東財務局長に提出。

　  報告期間（自平成20年３月１日　至平成20年３月31日）平成20年４月14日関東財務局長に提出。

　  報告期間（自平成20年４月１日　至平成20年４月30日）平成20年５月13日関東財務局長に提出。

　  報告期間（自平成20年５月１日　至平成20年５月31日）平成20年６月10日関東財務局長に提出。

　

　

EDINET提出書類

株式会社エイティング(E05538)

半期報告書

26/29



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年６月26日

株式会社エイティング  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加賀谷　達之助　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岩渕　信夫　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　  　印

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社エイティングの平成１８年１０月１日から平成１９年９月３０日までの第１５期事業年度の中間会計期間（平成１８年

１０月１日から平成１９年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資

本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続きを適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社エイティングの平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８

年１０月１日から平成１９年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。

 　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上 

 （注）　　 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年６月26日

株式会社エイティング  

 取締役会　御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岩渕　信夫　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邊　浩一郎　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原口　清治　  　印

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エイティングの平成１９年１０月１日から平成２０年９月３０日までの第１６期事業年度の中間会計期間

（平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続きを適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社エイティングの平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１９

年１０月１日から平成２０年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。

 　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上 

 （注）　　 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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