
平成 19 年  3 月期  個別中間財務諸表の概要     平成 18 年 10 月 31 日 

上 場 会 社 名        株式会社マクニカ                   上場取引所 東 
コ ー ド 番 号         7631                                        本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.macnica.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 神山 治貴 
問合せ先責任者 役職名 取締役総務担当  氏名 佐野 繁行  ＴＥＬ (045)470－9870 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 31 日   配当支払開始日 －  
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)  
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 
(1) 経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

55,871      15.9
48,222       9.3

1,311     40.0
937   △26.8

2,209  59.4
1,386    25.4

18 年 3 月期     102,811      1,679               1,893       
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

1,588     36.2 
1,166    134.8 

89.74 
65.11 

18 年 3 月期     1,230          68.34 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年 9 月中間期 17,704,715 株   17 年 9 月中間期 17,911,702 株  
18 年 3 月期     17,816,256 株 

    ②会計処理の方法の変更   有  
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
(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

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

77,425 
64,476 

45,634
44,517

59.1 
69.0 

2,577.55
2,514.39

18 年 3 月期 69,309 44,622 64.4 2,519.65
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 17,704,658 株  17 年 9 月中間期 17,705,100 株   

18 年 3 月期    17,704,794 株 
  ②期末自己株式数  18 年 9 月中間期     405,594 株  17 年 9 月中間期    405,152 株   

18 年 3 月期         405,458 株 
 
２．19 年 3 月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 107,600 3,130 2,100

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 118 円 61 銭 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円）  

 

 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 ― 30.00 30.00

19 年 3 月期（実績） ― ― 

19 年 3 月期（予想） ―  
30.00

 
 
 ※ 上記記載金額は、百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。業績予想につきましては、現

時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値

と異なる場合があります。 
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  個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  6,401,419 5,858,265 7,716,746 

 ２ 受取手形 ※５ 927,570 1,627,726 1,566,475 

 ３ 売掛金  17,800,065 22,890,224 18,983,149 

 ４ 商品  10,017,344 13,264,314 12,645,155 

５ 短期貸付金  13,100,000 16,775,000 12,215,000 

 ６ その他  2,556,456 3,368,286 2,494,346 

 ７ 貸倒引当金  △3,259 △4,233 △3,355 

   流動資産合計   50,799,595 78.8 63,779,584 82.6  55,617,518 80.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１     

  (1) 建物 ※２ 3,767,340  3,593,724  3,653,960 

  (2) 土地 ※２ 2,745,774  2,745,774  2,745,774 

  (3) その他  228,600 184,056 207,896 

   有形固定資産合計  6,741,715 6,523,556 6,607,631 

 ２ 無形固定資産  606,890 485,139 562,013 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 関係会社株式  3,745,150 3,745,150 3,745,150 

  (2) その他  2,590,299 2,840,526 2,784,432 

  (3) 貸倒引当金  △6,893 △6,862 △6,862 

  (4) 子会社投資損失 

   引当金 
 ― △121,883 ― 

   投資その他の 

   資産合計 
 6,328,556 6,456,930 6,522,719 

   固定資産合計   13,677,162 21.2 13,465,626 17.4  13,692,365 19.8

   資産合計   64,476,758 100.0 77,245,211 100.0  69,309,883 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 ※５ 1,802,149 3,337,528 1,878,168 

 ２ 買掛金  9,832,260 11,090,242 12,272,431 

 ３ 短期借入金 ※２ 4,725,000 8,893,500 3,025,000 

 ４ 未払法人税等  225,872 518,292 340,845 

 ５ 賞与引当金  418,018 621,948 501,159 

 ６ その他  1,500,689 1,840,569 1,479,662 

   流動負債合計   18,503,990 28.7 26,302,081 34.0  19,497,268 28.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ 100,000 3,675,000 3,687,500 

 ２ 退職給付引当金  1,020,108 1,216,109 1,159,298 

 ３ 役員退職慰労引当金  335,150 352,190 343,500 

 4 その他固定負債  ― 65,168 ― 

   固定負債合計   1,455,258 2.3 5,308,467 6.9  5,190,298 7.5

   負債合計   19,959,248 31.0 31,610,549 40.9  24,687,566 35.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   11,194,268 17.4 ― ―  11,194,268 16.2

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  20,333,694 ― 20,333,694 

 ２ その他資本剰余金  440 ― 451 

   資本剰余金合計   20,334,134 31.5 ― ―  20,334,145 29.3

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  95,008 ― 95,008 

 ２ 任意積立金  12,708,320 ― 12,708,320 

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益 

 1,213,346 ― 1,277,154 

   利益剰余金合計   14,016,675 21.7 ― ―  14,080,483 20.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  58,232 0.1 ― ―  100,251 0.2

Ⅴ 自己株式   △1,085,801 △1.7 ― ―  △1,086,831 △1.6

   資本合計   44,517,509 69.0 ― ―  44,622,317 64.4

   負債・資本合計   64,476,758 100.0 ― ―  69,309,883 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 11,194,268 14.5  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 20,333,694 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 451 ― 

資本剰余金合計   ― ― 20,334,145 26.3  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 95,008 ― 

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金  ― 4,160 ― 

別途積立金  ― 13,400,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 1,626,421 ― 

利益剰余金合計   ― ― 15,125,589 19.6  ― ―

４ 自己株式   ― ― △1,087,281 △1.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 45,556,721 59.0  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 67,940 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 45,634,661 59.1  ― ―

負債純資産合計   ― ― 77,245,211 100.0  ― ―
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   48,222,556 100.0 55,871,024 100.0  102,811,959 100.0

Ⅱ 売上原価   43,232,173 89.7 49,991,826 89.5  92,698,867 90.2

   売上総利益   4,990,382 10.3 5,879,198 10.5  10,113,091 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,053,031 8.4 4,567,213 8.2  8,433,551 8.2

   営業利益   937,351 1.9 1,311,984 2.3  1,679,539 1.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,032,684 2.2 1,436,323 2.6  1,366,245 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  583,619 1.2 538,983 1.0  1,152,007 1.1

   経常利益   1,386,415 2.9 2,209,324 3.9  1,893,777 1.8

Ⅵ 特別利益 ※３  74,711 0.1 4,864 0.0  98,131 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  1,908 0.0 128,596 0.2  71,925 0.0

   税引前中間(当期) 
   純利益 

  1,459,218 3.0 2,085,592 3.7  1,919,983 1.9

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 378,894 653,457 780,337 

   法人税等調整額  △85,918 292,976 0.6 △156,614 496,843 0.9 △90,404 689,933 0.7

   中間(当期)純利益   1,166,242 2.4 1,588,749 2.8  1,230,050 1.2

   前期繰越利益   47,104  47,104

   中間(当期)未処分 
   利益 

  1,213,346  1,277,154
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 11,194,268 20,333,694 451 20,334,145

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  ―

 利益処分による役員賞与  ―

 中間純利益  ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 11,194,268 20,333,694 451 20,334,145

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 特別償却 
準備金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 95,008 8,320 12,700,000 1,277,154 14,080,483 △1,086,831 44,522,065

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △531,143 △531,143  △531,143

 利益処分による役員賞与  △12,500 △12,500  △12,500

 中間純利益  1,588,749 1,588,749  1,588,749

 自己株式の取得  ― ― △450 △450

 特別償却準備金の取崩(注)  △4,160 4,160 ―  ―

 別途積立金の積立  700,000 △700,000 ―  ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 ― △4,160 700,000 349,266 1,045,105 △450 1,044,655

平成18年９月30日残高(千円) 95,008 4,160 13,400,000 1,626,421 15,125,589 △1,087,281 45,566,721

 

評価、換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 100,251 100,251 44,622,317

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ― △531,143

 利益処分による役員賞与 ― △12,500

 中間純利益 ― 1,588,749

 自己株式の取得 ― △450

 特別償却準備金の取崩(注) ― ―

 別途積立金の積立 ― ―

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△32,311 △32,311 △32,311

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△32,311 △32,311 1,012,344

平成18年９月30日残高(千円) 67,940 67,940 45,634,661

(注)「特別償却準備金の取崩」のうち2,773千円は、平成18年６月の定時株主総会における利益処分によるもので 

あります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

   移動平均法による原

価法によっておりま

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に

よっております。（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り 算 定 し 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。 

なお、投資事業有限

責任組合およびそれに

類する組合への出資

（証券取引法第２条第

２項により有価証券と

みなされるもの）につ

いては、組合契約に規

定される決算報告日に

応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取

り組む方法によってお

ります。 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

 

 

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に

よっております。（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

より算定しておりま

す。） 

   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

 

 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法によっ

ております。（評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定しております。） 

 

   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。 

なお、投資事業有限

責任組合およびそれに

類する組合への出資

（証券取引法第２条第

２項により有価証券と

みなされるもの）につ

いては、組合契約に規

定される決算報告日に

応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取

り組む方法によってお

ります。 

 (2) たな卸資産 

  移動平均法による原価

法によっております。 

(2) たな卸資産 

同左 

 

(2) たな卸資産 

同左 

 (3) デリバティブ取引 

  時価法によっておりま

す。 

(3) デリバティブ取引 

同左 

(3) デリバティブ取引 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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

（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、耐用

年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

(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

（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、以下の通りでありま

す。 

建物 ３年～65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

（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、耐用

年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、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

法によっております。 

  また、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込有効期間（３

年）に基づく定額法によ

っております。 

(2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

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）に基づく定額法

によっております。 

  また、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込有効期間（３

年）に基づく定額法によ

っております。 

(2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

  ただし、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

法によっております。 

  また、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込有効期間（３

年）に基づく定額法によ

っております。 

 (3) 長期前払費用 

  定額法によっておりま

す。 

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

(3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。 

 

(3) 長期前払費用 

定額法によっておりま

す。 

 なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ――――― (2) 子会社投資損失引当金

子会社に対する投資によ

る損失に備えるため、当該

子会社の財政状態に基づく

損失見積額を計上しており

ます。 

――――― 

 (3) 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。

(3) 賞与引当金 

同左 

 

(3) 賞与引当金 

同左 

 

 ――――― (4) 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、当

事業年度における支給見込

額に基づき、当中間会計期

間に見合う分を計上してお

ります。 

――――― 

 (5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

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、当中間会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。ただし、総合設立

型の厚生年金基金制度につ

いては、当該年金基金への

要拠出額を退職給付費用と

して処理しております。な

お、当中間会計期間末にお

け る 年 金 資 産 の 額 は

2,054,986千円（加入人員

比により算定）でありま

す。 

 また、数理計算上の差異

及び過去勤務債務は、発生

年度に全額を費用処理して

おります。 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

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、当中間会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。ただし、総合設立

型の厚生年金基金制度につ

いては、当該年金基金への

要拠出額を退職給付費用と

して処理しております。な

お、当中間会計期間末にお

け る 年 金 資 産 の 額 は

2,665,868千円（加入人員

比により算定）でありま

す。 

 また、数理計算上の差異

及び過去勤務債務は、発生

年度に全額を費用処理して

おります。 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

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。ただし、総合設立型の

厚生年金基金制度について

は、当該年金基金への要拠

出額を退職給付費用として

処理しております。なお、

当事業年度末における年金

資産の額は2,449,774千円

（加入人員比により算定）

であります。 

 また、数理計算上の差異

及び過去勤務債務は、発生

年度に全額を費用処理して

おります。 

 (6) 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、役員退職慰

労金規程に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上し

ております。 

(6) 役員退職慰労引当金 

同左 

(6) 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、役員退職慰

労金規程に基づく当事業年

度末要支給額を計上してお

ります。 

４ 外貨建の資産及

び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ リース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方

法 

――――― ① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満

たす金利スワップにつ

いては、特例処理によ

っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当中間会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘ

ッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであり

ます。 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動に

よるリスク回避を目的

として、金利スワップ

取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別

契約毎に行っておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理の要件を満

たす金利スワップにつ

いては、中間決算日に

おける有効性の評価を

省略しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当事業年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以

下のとおりでありま

す。 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理の要件を満

たす金利スワップにつ

いては、決算日におけ

る有効性の評価を省略

しております。 

７ その他中間財務

諸 表 （ 財 務 諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第6号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は45,634,661千

円であります。 

中間財務諸表等規則の改正に

よ、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

――――― 

――――― （役員賞与引当金） 

当中間会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用してお

ります。 

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が、それぞれ5,800千

円減少しております。 

――――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （同一仕入先に対する債権債務の

総額表示から相殺表示への変

更） 

当社は、一部の半導体商品につ

いて、標準価格で仕入れ、得意先

への販売価格に応じて当該仕入先

より一定の仕入価格の払い戻しを

受ける取引形態をとっておりま

す。 

従来、貸借対照表上、当該払い

戻しにより発生する未収入金と同

一仕入先に対する買掛金を総額表

示しておりましたが、当該取引形

態による販売が増加傾向にある中

で、今後の事業展開を総合的に勘

案し、当社の財政状態をより適切

に表示するため、当該未収入金と

買掛金を相殺表示することといた

しました。 

この結果、従来の方法によった

場合に比べて、流動資産の「その

他」及び流動負債の「買掛金」は

それぞれ238,923千円減少しており

ます。 

――――― 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」に

ついては、資産総額の100分の５を超えたため、当中間

会計期間より区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間末の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている「関係会社株式」は1,478,683千

円であります。 

――――― 
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追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （ネットワーク関連商品事業に関

する売上高及び売上原価の会計

処理） 

主に子会社が属しているネット

ワーク関連商品事業に関して、商

流上、当社を経由して販売する取

引に係る売上高と売上原価を総額

表示しておりましたが、当中間会

計期間より、「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」（企業会計基準委員会

平成18年3月30日 実務対応報告第

17号）における収益の総額表示に

関する会計上の考え方に基づき、

売上高と売上原価を相殺する純額

処理へ変更しております。 

この結果、「売上高」及び「売

上原価」はそれぞれ3,402,070千円

減少しましたが、売上総利益に与

える影響はありません。 

 

――――― 
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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17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,956,963千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,077,119千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,021,045千円

※２ 担保提供資産 

   （担保に供している資産） 

建物 1,260,670千円 

土地 805,494千円 

合計 2,066,164千円 
 

※２ 担保提供資産 

   （担保に供している資産） 

建物 1,216,547千円

土地 805,494千円

合計 2,022,041千円
 

※２ 担保提供資産 

   （担保に供している資産） 

建物 1,238,215千円

土地 805,494千円

合計 2,043,710千円
 

   （上記に対応する債務） 

 短期借入金 25,000千円

( 
 
 

うち１年以内 
返済予定長期 
借入金 25,000千円

 
 
) 

 長期借入金 100,000千円

 合計 125,000千円

  

   （上記に対応する債務） 

短期借入金 25,000千円

(うち１年以内 
返済予定長期 
借入金 25,000千円)

長期借入金 75,000千円

合計 100,000千円

  

   （上記に対応する債務） 

短期借入金 25,000千円

(うち１年以内 
返済予定長期 
借入金 25,000千円)

長期借入金 87,500千円

合計 112,500千円
 

 ３ 保証債務 

(1)下記の関係会社の金融機関か

らの借入金に対し、経営指導念

書の差し入れを行なっておりま

す。 

MACNICA SHANGHAI,  
LIMITED 

117,000千円 

(2)下記の関係会社の金融機関か

らの借入金に対し、債務保証を

行っております。 

㈱アーニス・サウ
ンド・テクノロジ
ーズ 

94,000千円

 

 ３ 保証債務 

(1)下記の関係会社の金融機関か

らの借入金に対し、債務保証を

行なっております。 

㈱アーニス・サウ
ンド・テクノロジ
ーズ 

94,000千円

MACDRAGON 
TECHNOLOGIES,LTD
. 

33,281千円

(2)下記の関係会社の取引先に対

する仕入債務に対し、債務保証

を行っております。 

㈱エルセナ 59,658千円

 
 

 ３ 保証債務 

 (1)下記の関係会社の金融機関か

らの借入金に対し、債務保証を

行なっております。 

㈱アーニス・サウ
ンド・テクノロジ
ーズ 

94,000千円

(2)下記の関係会社の取引先に対

する仕入債務に対し、債務保証

を行っております。 

㈱エルセナ 409,850千円
 

４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金

の安定的及び効率的な調達を

行うため14の金融機関とコミ

ットメントライン契約を締結

しております。 

 この契約に基づく当中間会

計期間末における借入金未実

行残高等は以下のとおりであ

ります。 

コミットメン
トラインの総
額 

10,000,000千円 

借入実行残高 ―千円 

差引額 10,000,000千円 
 

４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金

の安定的及び効率的な調達を

行うため12の金融機関とコミ

ットメントライン契約を締結

しております。 

 この契約に基づく当中間会

計期間末における借入金未実

行残高等は以下のとおりであ

ります。 

コミットメン
トラインの総
額 

10,000,000千

円

借入実行残高 ―千円

差引額 
10,000,000千

円
 

４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金

の安定的及び効率的な調達を

行うため12の金融機関とコミ

ットメントライン契約を締結

しております。 

 この契約に基づく当事業年

度末における借入金未実行残

高等は以下のとおりでありま

す。 

コミットメン
トラインの総
額 

10,000,000千

円

借入実行残高 ―千円

差引額 
10,000,000千

円
 



フ 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

――――― ※５ 中間期末日満期手形 

中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当中間会計期間日末

日が金融機関の休日であった

ため、次の中間会計期間末日

満期手形が、中間会計期間末

残高に含まれております。 

受取手形 71,435千円

支払手形 645,495千円

――――― 



フ 

― 68 ― 

（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 70,663千円

 受取配当金 838,959千円

 受取賃貸料 111,693千円

  

 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 104,229千円

 受取配当金 1,087,184千円

 受取賃貸料 119,495千円

 為替差益 36,307千円

  

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 162,062千円

 受取配当金 851,297千円

 受取賃貸料 230,871千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 12,409千円

 たな卸資産廃

棄損 

243,068千円

 為替差損 24,593千円

 債権譲渡損 45,121千円

 商品評価損 208,346千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 71,909千円

 たな卸資産廃

棄損 

83,095千円

 債権譲渡損 79,122千円

 商品評価損 162,613千円

 金利スワップ

評価損 

65,168千円

  

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 30,710千円

 たな卸資産

廃棄損 

427,360千円

 為替差損 147,819千円

 債権譲渡損 98,530千円

 商品評価損 292,615千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券

売却益 

74,620千円 

  
 

――――― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券

売却益 

98,039千円

 

――――― ※４ 特別損失の主要項目 

 子会社投資損失

引当金繰入額 

121,883千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

 固定資産除却 

 損 

48,671千円

 投資有価証券 

 評価損 

21,978千円

  

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 125,983千円 

 無形固定資産 142,802千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 111,698千円

 無形固定資産 160,975千円
 

 ５ 減価償却実施額 

 有形固定資産 253,825千円

 無形固定資産 290,685千円
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 405,458 136 ― 405,594
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    136株 
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（リース取引関係） 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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 

 
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 

339,938 119,525 220,413

    なお、取得価額相当額は、

未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算

定しております。 

 

１ 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 

 
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 

438,192 176,789 261,403

同左 

１ 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) 

 
期末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産 
その他 

385,153 164,722 220,431

    なお、取得価額相当額は、

未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 89,537千円 

１年超 130,876千円 

合計 220,413千円 

    なお、未経過リース料中間

期末残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 109,569千円

１年超 151,833千円

合計 261,403千円

同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 92,748千円

１年超 127,682千円

合計 220,431千円

    なお、未経過リース料期末

残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 44,766千円 

減価償却費 
相当額 

44,766千円 

  

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 49,616千円

減価償却費 
相当額 

49,616千円
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 97,256千円

減価償却費 
相当額 

97,256千円
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、平成17年６月29日開催の

定時株主総会において決議した商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づくストックオプションとして

の新株予約権の発行について、平成

17年９月26日開催の取締役会におい

て、具体的な内容を決議し、下記の

とおり発行いたしました。 

① 新株予約権の発行 

平成17年10月４日 

② 新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

普通株式 444,500株 

（各新株予約権の目的たる株式

の数は100株） 

③ 新株予約権の発行数 4,445個 

④ 新株予約権の発行価格 無償 

⑤ 各新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額 

新株予約権１個当り 310,000円 

（１株当り3,100円） 

⑥ 新株予約権の行使期間 

平成19年７月１日から平成24年

６月30日 

――――― ――――― 

 

 




