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平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期        個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要個別中間財務諸表の概要     平成１８年１１月１０日 
上 場 会 社 名        日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社       上場取引所      JASDAQ 
コ ー ド 番 号          ４７８３                                    本社所在都道府県      東京都 
（ＵＲＬ  http://www.ncd.co.jp/ ） 
代  表  者   役職名     代表取締役社長   
          氏名     伊藤 敬夫 
問合せ先責任者    役職名   専務取締役経営企画室長         

氏名    松本 一明        ＴＥＬ (０３) ５４３７－１０２１ 
決算取締役会開催日   平成１８年１１月１０日          配当支払開始日 平成 １８ 年１２月４日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 1,000 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                                        （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 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 

3,800 ( 10.4)  
3,443 ( 14.7)  

24 (△78.0)  
113 (  94.3)  

78 (△35.6)  
122 (  50.9)  

18 年３月期 7,552       336      351      
 
 

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 

47 (△18.3)  
58 (  35.1)  

6.55   
7.74   

18 年３月期 189           25.05   

 
 

(注) ① 期中平均株式数 18 年 9 月中間期 7,239,887 株 17 年 9 月中間期 7,501,640 株 18 年 3 月期 7,371,179 株   
     ② 会計処理の方法の変更   無 
     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 

 4,327  
4,307  

1,847  
1,730  

42.7  
40.2  

255.20    
239.01    

18 年３月期 4,595  1,866  40.6  257.06    
(注) ① 期末発行済株式数 18年 9月中間期 7,239,200 株 17年 9月中間期 7,240,000株 18年 3月期 7,240,000 株 
   ② 期末自己株式数  18 年 9月中間期   360,800 株 17年 9月中間期  360,000株 18年 3月期  360,000 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 8,200  350   190   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 26 円 24 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 － 7.00  7.00 
19 年３月期（実績） 3.50 －    
19 年３月期（予想） －    3.50 

  
 7.00 

※１ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を 
含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の７～８ページを参照して下さい。              
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【個別【個別【個別【個別中間財務諸表】中間財務諸表】中間財務諸表】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 ※２ 912,095   800,680   1,012,069   

２ 受取手形 ※４ 8,409   6,927   21,247   

３ 売掛金  1,621,831   1,345,680   1,655,842   

４ たな卸資産  260,669   415,298   243,435   

５ その他  183,277   291,904   225,979   

  貸倒引当金  ―   △12,981   ―   

流動資産合計   2,986,283 69.3  2,847,510 65.8  3,158,574 68.7 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 工具器具及び備品 ※1･2 ―   271,480   252,094   

(2) 土地 ※２ 317,735   317,735   317,735   

(3) その他 ※1･2 224,511   95,450   97,896   

有形固定資産合計  542,247   684,667   667,727   

２ 無形固定資産  48,675   49,356   44,888   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 205,439   194,755   211,752   

(2) 繰延税金資産  230,016   237,156   255,809   

(3) その他  329,338   343,980   300,248   

  貸倒引当金  △34,325   △30,237   △43,184   
投資その他の 
資産合計  730,468   745,654   724,626   

固定資産合計   1,321,391 30.7  1,479,677 34.2  1,437,242 31.3 

資産合計   4,307,674 100.0  4,327,187 100.0  4,595,816 100.0 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  424,655   356,021   467,819   

２ 短期借入金 ※２ 633,339   799,874   582,793   
３ 一年以内返済予定 

長期借入金 ※２ 124,070   41,710   92,670   
４ 一年以内償還予定 

社債  84,000   ―   48,000   

５ 未払法人税等  92,061   8,110   173,412   

６ 賞与引当金  280,325   279,382   280,289   

７ その他 ※３ 194,752   277,889   329,693   

流動負債合計   1,833,203 42.6  1,762,988 40.7  1,974,677 43.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２ 41,710   ―   8,590   

２ 退職給付引当金  451,173   500,884   473,337   

３ 役員退職慰労引当金  235,590   197,646   254,720   

４ その他  15,508   18,156   18,156   

固定負債合計   743,981 17.2  716,686 16.6  754,804 16.4 

負債合計   2,577,185 59.8  2,479,674 57.3  2,729,481 59.4 
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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 
(％) 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   438,750 10.2  ― ―  438,750 9.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  568,668   ―   568,668   

資本剰余金合計   568,668 13.2  ― ―  568,668 12.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  59,000   ―   59,000   

２ 任意積立金  529,501   ―   529,501   
３ 中間(当期)未処分 

利益  226,336   ―   358,179   

利益剰余金合計   814,838 18.9  ― ―  946,681 20.6 
Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   36,392 0.8  ― ―  40,394 0.9 

Ⅴ 自己株式   △128,160 △2.9  ― ―  △128,160 △2.8 

資本合計   1,730,489 40.2  ― ―  1,866,334 40.6 

負債・資本合計   4,307,674 100.0  ― ―  4,595,816 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金      438,750     

２ 資本剰余金           

（1）資本準備金     568,668      

資本剰余金合計      568,668     

３ 利益剰余金           

（1）利益準備金     59,000      

（2）その他利益剰余金           

プログラム等準備金     14,602      

別途積立金     500,000      

繰越利益剰余金     364,665      

利益剰余金合計      938,268     

４ 自己株式      △128,513     

株主資本合計      1,817,173 42.0    

Ⅱ 評価・換算差額等           
その他有価証券 
評価差額金      30,339     

評価・換算差額等合計      30,339 0.7    

純資産合計      1,847,512 42.7    

負債純資産合計      4,327,187 100.0    
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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   3,443,829 100.0  3,800,621 100.0  7,552,872 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,750,515 79.9  3,208,445 84.4  6,122,846 81.1 

売上総利益   693,313 20.1  592,176 15.6  1,430,025 18.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   579,791 16.8  567,197 14.9  1,093,177 14.4 

営業利益   113,522 3.3  24,978 0.7  336,848 4.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１  13,298 0.4  57,782 1.5  28,762 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,237 0.1  3,778 0.1  14,024 0.2 

経常利益   122,583 3.6  78,983 2.1  351,586 4.7 

Ⅵ 特別利益   3,350 0.1  3,220 0.1  － － 

Ⅶ 特別損失 ※３  21,804 0.7  27 0.0  21,850 0.3 

税引前中間(当期)純利益   104,129 3.0  82,176 2.2  329,736 4.4 
法人税、住民税 
及び事業税  85,553   1,661   238,750   

法人税等調整額  △39,492 46,061 1.3 33,048 34,709 1.0 △98,926 139,824 1.9 

中間(当期)純利益   58,068 1.7  47,466 1.2  189,911 2.5 

前期繰越利益   168,268   －   168,268  
中間(当期)未処分 
利益   226,336   －   358,179  
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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） 
                                                   （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金  利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

  資本金 
資本準備金 利益準備金 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金  別途積立金 繰越利益剰余金

平成 18 年 3月 31 日残高 438,750 568,668 59,000 29,501 500,000 358,179 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当      △50,680 

利益処分による役員賞与      △5,200 

中間純利益      47,466 

自己株式の取得       

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額    △14,899  14,899 
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 

   △14,899  6,485 

平成 18 年 9月 30 日残高 438,750 568,668 59,000 14,602 500,000 364,665 

 
（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等 
 

自己株式 株主資本合計 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 △128,160 1,825,939 40,394 40,394 1,866,334 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当  △50,680   △50,680 

利益処分による役員賞与  △5,200   △5,200 

中間純利益  47,466   47,466 

自己株式の取得 △353 △353   △353 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等準備金の取崩額 

 
 －   － 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 

  △10,055 △10,055 △10,055 

中間会計期間中の変動額合
計 

△353 △8,766 △10,055 △10,055 △18,822 

平成 18 年 9月 30 日残高 △128,513 1,817,173 30,339 30,339 1,847,512 
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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 
 

 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 
   移動平均法による原

価法 
② その他有価証券 

時価のあるもの 
中間決算末日の 

市場価格等に基づ
く時価法(評価差額
は全部資本直入法
により処理し、売却
原価は移動平均法
により算定) 
 
時価のないもの 
移動平均法によ

る原価法 
(2)たな卸資産 
① 商品 

 総平均法による原
価法 

② 仕掛品 
 個別法による原価
法 

(1)有価証券 
① 子会社株式 
     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) 
 

時価のないもの 
同左 
 

(2)たな卸資産 
① 商品 
     同左 

 
② 仕掛品 

 同左 

(1)有価証券 
① 子会社株式 
     同左 
 
② 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
資本直入法により
処理し、売却原価は
移動平均法により
算定) 
 
時価のないもの 
同左 
 

(2)たな卸資産 
① 商品 

 同左 
 

② 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、平成

10年４月１日以降取得
した建物(付属設備を除
く)については定額法) 
なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま
す。 
有形固定資産その他 
（建物） 
 10～22年

有形固定資産その他 
（工具器具及び備品）
 4～15年  

(1) 有形固定資産 
定率法(ただし、平成

10年４月１日以降取得
した建物(付属設備を除
く)については定額法) 
なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま
す。 
有形固定資産その他 
（建物） 
 10～22年

有形固定資産その他 
（工具器具及び備品）
 4～20年 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
パッケージソフトウ

ェア(市場販売目的のソ
フトウェア)について
は、経済的耐用年数(３
年)に基づく定額法 
自社利用のソフトウ

ェアについては、社内に
おける見込利用可能期
間(５年)に基づく定額
法 
 

(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 
均等償却 

(3) 長期前払費用 
同左 

(3) 長期前払費用 
同左 
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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) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、
一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可
能性を検討し、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

する賞与の支出に備え
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 
同左 

 (3) 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
務及び年金資産の見込
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。 
数理計算上の差異は、

翌事業年度に一括費用
処理することとしてお
ります。 
 

(3) 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
務及び年金資産の見込
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。 
過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による
定額法により費用処理
しております。 
数理計算上の差異は、

翌事業年度に一括費用
処理することとしてお
ります。 

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に

備えるため、当期末にお
ける退職給付債務及び
年金資産の見込額に基
づき計上しております。 
過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による
定額法により費用処理
しております。 
 数理計算上の差異は、
翌事業年度に一括費用
処理することとしてお
ります。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規
に基づく中間期末要支
給額を計上しておりま
す。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同左 

(4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規
に基づく期末要支給額
を計上しております。 

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 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 
 消費税及び地方消費税の
会計処理は、税抜き方式によ
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。 
 これにより、税引前中間純利益が
9,865千円減少しております。 
 
     ――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ――――― 
 

     ――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 
 当中間会計期間より、｢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。 
 これまでの資本の部の合計に相当
する金額は1,847,512千円でありま
す。 
 なお、当中間会計期間における中間
貸借対照表の純資産の部については、
中間財務諸表等規則の改正に伴い、改
正後の中間財務諸表等規則により作
成しております。 
 
     ――――― 
 
 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当期から「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。 
 これにより、税引前当期純利益が
9,865千円減少しております。 
 
 
     ――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（退職給付に係る会計基準） 
 当期から「「退職給付に係る会計基
準」の一部改正」（企業会計基準第３
号 平成17年３月16日）及び「「退職
給付に係る会計基準」の一部改正に関
する適用指針」（企業会計基準適用指
針第７号 平成17年３月16日）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。 
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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） 

 ｢工具器具及び備品｣は、前中間会計期間においては、
有形固定資産の｢その他｣に含めて表示しておりました
が、当中間会計期間期末において資産の総額の 100 分
の 5 超となったため区分掲記しております。 
 なお、前中間会計期間の｢工具器具及び備品｣の金額は
122,608千円であります。 

 
 

  
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) 

    ――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「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」） 
 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）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。 

     ――――― 
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注記事項 
    （中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（中間貸借対照表関係）（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 
171,564千円 

※２ 担保に供している資産及びこれ
に対応する債務 
(1) 担保に供している資産 

現金及び 
預金 108,300千円 

土地 112,287千円 
有形固定 
資産その他 47,266千円 

投資有価 
証券 30,604千円 

計 298,459千円 

(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 266,669千円 
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

55,470千円 

長期借入金 25,210千円 

計 347,349千円 
 

※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、金額的
重要性が乏しいため、流動負
債の「その他」に含めて表示
しております。 

※４    ―――――― 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
232,226千円 

※２ 担保に供している資産及びこれ
に対応する債務 
(1) 担保に供している資産 

現金及び 
預金 67,000千円 

土地 112,287千円 
有形固定 
資産その他 44,826千円 

投資有価 
証券 15,200千円 

計 239,314千円 

(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 300,001千円 
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

25,210千円 

計 325,211千円 

  
 

※３ 消費税等の取扱い 
          同左 
 
 
 
 
※４ 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、当中間会計期間の末日
は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  6,438千円 
     

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
194,823千円 

※２ 担保に供している資産及びこれ
に対応する債務 
(1) 担保に供している資産 

現金及び 
預金 108,300千円 

土地 112,287千円 
有形固定 
資産その他 46,039千円 

投資有価 
証券 36,000千円 

計 302,627千円 

(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 250,003千円 
一年以内 
返済予定 
長期借入金 

40,470千円 

長期借入金 8,590千円 

計 299,063千円 
 

※３   ―――――― 
 
 
 
 
 
※４   ―――――― 
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    ((((中間損益計算書関係中間損益計算書関係中間損益計算書関係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 1,125千円
受取配当金 3,153千円
家賃収入 5,159千円
  

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 220千円
受取配当金 3,156千円
補助金等 28,663千円
販売委託業務
精算金 

11,066千円

家賃収入 5,928千円 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 1,392千円
受取配当金 4,212千円
家賃収入 10,104千円
補助金等 6,369千円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 3,556千円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 3,539千円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 7,468千円
貸倒引当金
繰入額 5,508千円

 
※３ 特別損失の主要項目 

減損損失 9,865千円 
 
当社は、以下の資産グル

ープについて減損損失を
計上いたしました。 
 
用途 遊休 
種類 土地 

場所 
静岡県 
函南町 

減損損失 9,865千円 

回収可能 
価額 

正味売却 
価額 

 
（グルーピングの方法） 
事業部門別を基本とし、

パーキングシステム部門
においては各駐輪場施設
単位に、将来の使用が見込
まれていない遊休資産に
ついては個々の物件単位
でグルーピングをしてお
ります。  
（経緯） 
上記資産グループにつ

いては、市場価格が著しく
下落していることから、帳
簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額
9,865千円を減損損失とし
て特別損失に計上してお
ります。  
（回収可能価額の算定方
法等） 
 正味売却価額は、不動産
鑑定評価額を基に算定し
ております。  

※３  ―――――― 
 

※３ 特別損失の主要項目 
減損損失 9,865千円 
 
当社は、以下の資産グル

ープについて減損損失を
計上いたしました。 
 
用途 遊休 
種類 土地 

場所 
静岡県 
函南町 

減損損失 9,865千円 

回収可能 
価額 

正味売却 
価額 

 
（グルーピングの方法） 
事業部門別を基本とし、

パーキングシステム部門
においては各駐輪場施設
単位に、将来の使用が見込
まれていない遊休資産に
ついては個々の物件単位
でグルーピングをしてお
ります。  
（経緯） 
上記資産グループにつ

いては、市場価格が著しく
下落していることから、帳
簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額
9,865千円を減損損失とし
て特別損失に計上してお
ります。  
（回収可能価額の算定方
法等） 
 正味売却価額は、不動産
鑑定評価額を基に算定し
ております。  

 ４  減価償却実施額 
有形固定資産 16,299千円  
無形固定資産 8,363千円   

  ４ 減価償却実施額 
有形固定資産 37,660千円
無形固定資産 9,401千円 

  ４ 減価償却実施額 
有形固定資産 41,065千円
無形固定資産 18,050千円 
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   ((((株主資本等変動計算書関係株主資本等変動計算書関係株主資本等変動計算書関係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）      360,000        800          －      360,800 

 （変動事由の概要） 
  増加の内訳は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
 

 （リース取引関係）（リース取引関係）（リース取引関係）（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) 

 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 借手側 
(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 

 有形固定資産 
その他 
(工具器具 
及び備品等) 

取得価額 
相当額 

17,654千円 

減価償却 
累計額 
相当額 

13,046千円 

中間期末 
残高相当額 

4,607千円 

 
 (2)未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年以内 2,268千円 

１年超 2,618千円 

合計 4,887千円 
 
(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 2,350千円 

減価償却費 
相当額 

2,080千円 

支払利息 
相当額 

180千円 

 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 借手側 
(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 

 
 

 工具器具 
及び備品 

取得価額 
相当額 

3,400千円 

減価償却 
累計額 
相当額 

850千円 

中間期末 
残高相当額 

2,550千円 

 
(2)未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年以内 545千円 

１年超 2,073千円 

合計 2,618千円 
 
(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 708千円 

減価償却費 
相当額 

524千円 

支払利息 
相当額 

75千円 

 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 借手側 
(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 

 工具器具 
及び備品 
(千円) 

有形固定 
資産その
他 
(車両 
運搬具) 
(千円) 

 合計 
 (千円) 

  

取得価額 
相当額 11,184 1,789 12,974 

減価償却 
累計額相当額 8,288 1,610 9,899 

期末残高 
相当額 2,895 178 3,074 

 
(2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年以内 903千円 

１年超 2,348千円 

合計 3,251千円 
 
(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 3,806千円 

減価償却費 
相当額 

3,613千円 

支払利息 
相当額 

304千円 
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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) 

(4) 減価償却費相当額及び利息相
当額の算定方法 

 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。 

 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相
当額とし、各期への配分方法に
ついては利息法によっておりま
す。 

（4）減価償却費相当額及び利息相
当額の算定方法 

 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。 

 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を利
息相当額とし、各期への配分方
法については利息法によって
おります。 

（4）減価償却費相当額及び利息相
当額の算定方法 

 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。 

 利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を利
息相当額とし、各期への配分方
法については利息法によって
おります  

 
２ 転リース 
(1)未経過支払リース料中間期末残
高相当額 

１年以内 351,923千円 

１年超 1,284,646千円 

合計 1,636,570千円 
 
(2)未経過受取リース料中間期末残
高相当額 

１年以内 351,923千円 

１年超 1,284,646千円 

合計 1,636,570千円  

２ 転リース 
(1)未経過支払リース料中間期末残
高相当額 

１年以内 531,695千円

１年超 1,800,741千円

合計 2,332,436千円
 
(2)未経過受取リース料中間期末残
高相当額 

１年以内 531,695千円

１年超 1,800,741千円

合計 2,332,436千円 

２ 転リース 
(1)未経過支払リース料期末残高相
当額 

１年以内 434,951千円

１年超 1,555,465千円

合計 1,990,416千円
 
(2)未経過受取リース料期末残高相
当額 

１年以内 434,951千円

１年超 1,555,465千円

合計 1,990,416千円     
                
    
                ((((有価証券関係有価証券関係有価証券関係有価証券関係))))    
    

 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)及び前事業年度末

(平成18年３月31日)のいずれにおいて、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。 

 

    （重要な後発事象）（重要な後発事象）（重要な後発事象）（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) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 


