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平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要 
平成 18 年 11 月 17 日 

上場会社名 株式会社ＮＯＶＡ  上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 ４６５５  本社所在都道府県  大阪府 
 （ＵＲＬ  http://www.nova.ne.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 
 氏 名 猿橋 望 
問合せ先責任者 役職名 取締役 
 氏 名 渡辺 勝一  ＴＥＬ （06）6213-2450（代表） 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日 配当支払開始日  － 
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 （百万円未満切り捨て） 

 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  28,547 （△ 11.6）  △ 2,167 （  -   ）  △ 2,104 （  -   ） 
17 年 9 月中間期  32,295 （△ 8.0）  △ 3,302 （  -   ）  △ 3,001 （  -   ） 

18 年 3 月期  66,969   △ 1,954    △ 1,588  

 

 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  △ 3,365 （  -   ）  △ 50. 53 
17 年 9 月中間期  △ 3,260 （  -   ）  △ 48. 91 

18 年 3 月期     △ 3,092   △ 46. 41 

（注） 1.期中平均株式数 

  18 年 9 月中間期 66,608,083 株 17 年 9 月中間期 66,673,083 株 18 年 3 月期 66,641,917 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  52,400  2,611  5.0  39. 21 
17 年 9 月中間期  59,795  5,837  9.8  87. 64 

18 年 3 月期  61,684  6,247  10.1  93. 80 

（注） 1.期末発行済株式数 

  18 年 9 月中間期 66,607,500 株 17 年 9 月中間期 66,612,000 株 18 年 3 月期 66,609,500 株 

 2.期末自己株式数 

  18 年 9 月中間期   896,100 株 17 年 9 月中間期   891,600 株 18 年 3 月期   894,100 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  60,500  1,845  210 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）    ３円 15 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  0.00  0.00  0.00 

19年 3月期（実績）  0.00  － 

19年 3月期（予想）  －  0.00 
 0.00 

 

（注） 上記予想は、現時点において知りえる情報を前提としており、実際の業績は予想と異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関しましては、中間決算短信（連結）の添付資料の３～７ページ等を参照してください。 



－ 39 － 

６．中間財務諸表等 
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 ※１  8,501,630 4,400,162  11,603,033

２．営業未収入金   3,467,612 4,221,909  3,948,876

３．有価証券   21,067 53,532  40,978

４．たな卸資産   3,746,519 3,509,000  3,736,902

５．繰延税金資産   375,297 975,024  1,045,465

６．その他   2,733,625 2,248,745  2,372,788

７．貸倒引当金   △129,924 △131,632  △129,962

流動資産合計   18,715,828 31.3 15,276,743 29.2  22,618,082 36.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 15,022,653 14,839,773 15,270,488 

  減価償却累計額  4,820,252 10,202,401 5,611,286 9,228,486 5,327,590 9,942,898

(2）工具器具備品  7,697,669 5,812,388 5,979,656 

  減価償却累計額  4,651,073 3,046,595 4,290,613 1,521,774 4,216,396 1,763,260

(3）土地 ※１  4,336,854 4,351,875  4,336,854

(4）その他  1,433,556 1,592,846 1,514,581 

  減価償却累計額  759,536 674,020 753,212 839,634 778,766 735,814

有形固定資産合計   18,259,871 30.6 15,941,771 30.4  16,778,827 27.2

２．無形固定資産   1,025,534 1.7 1,182,665 2.3  1,127,693 1.8

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   3,822,729 3,004,890  3,262,830

(2）長期貸付金   19,489 138,945  19,217

(3）敷金及び差入保
証金 

※１  16,337,777 15,457,659  16,420,852

(4）繰延税金資産   17,730 －  －

(5）その他 ※１  1,561,725 1,385,442  1,443,867

(6）貸倒引当金   △46,256 △45,662  △45,761

投資その他の資産
合計 

  21,713,195 36.3 19,941,275 38.0  21,101,006 34.2

固定資産合計   40,998,601 68.6 37,065,711 70.7  39,007,526 63.2

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費   81,079 58,173  58,666

繰延資産合計   81,079 0.1 58,173 0.1  58,666 0.1

資産合計   59,795,508 100.0 52,400,629 100.0  61,684,276 100.0
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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．買掛金   64,656 16,489  294,045

２．短期借入金   902,000 600,000  1,420,000

３．１年以内償還予定
社債 

  1,000,000 1,084,000  1,000,000

４．１年以内返済予定
長期借入金 

  1,586,700 1,968,360  1,831,930

５．未払金   3,950,636 3,258,678  3,274,671

６．未払法人税等   294,320 331,094  331,476

７．未払消費税等 ※３  12,810 265,319  136,796

８．前受金   1,009,357 918,875  1,031,310

９．繰延駅前留学サー
ビス収入 

  18,297,572 16,610,616  18,444,885

10．賞与引当金   553,328 447,200  510,489

11．売上返戻引当金   － 1,245,100  1,183,965

12．その他   2,284,837 2,280,797  2,223,663

流動負債合計   29,956,219 50.1 29,026,531 55.4  31,683,234 51.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債   4,000,000 3,516,000  3,500,000

２．長期借入金   2,407,300 1,765,140  2,278,320

３．長期未払金   4,438,940 3,380,713  4,063,129

４．長期繰延駅前留学
サービス収入 

  12,767,616 11,241,286  13,184,914

５．繰延税金負債   － 128,420  318,268

６．退職給付引当金   387,855 411,238  408,700

７．その他   － 319,568  －

固定負債合計   24,001,712 40.1 20,762,368 39.6  23,753,333 38.5

負債合計   53,957,932 90.2 49,788,899 95.0  55,436,568 89.9
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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   5,000,000 8.4 － －  5,000,000 8.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金   1,250,000 －  1,250,000

２．資本金及び資本準
備金減少差益 

  789,012 －  789,012

資本剰余金合計   2,039,012 3.4 － －  2,039,012 3.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金   88,393 －  88,393

２．中間(当期)未処分
利益又は未処理損
失(△) 

  △1,234,450 －  △1,066,355

利益剰余金合計   △1,146,056 △1.9 － －  △977,961 △1.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  262,774 0.4 － －  505,380 0.8

Ⅴ 自己株式   △318,153 △0.5 － －  △318,722 △0.5

資本合計   5,837,575 9.8 － －  6,247,708 10.1

負債資本合計   59,795,508 100.0 － －  61,684,276 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － － 5,000,000 9.5  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,250,000 － 

(2）その他資本剰余
金 

 － 789,012 － 

資本剰余金合計   － － 2,039,012 3.9  － －

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － 88,393 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

繰越利益剰余金  － △4,432,296 － 

利益剰余金合計   － － △4,343,902 △8.3  － －

４ 自己株式   － － △319,125 △0.6  － －

株主資本合計   － － 2,375,984 4.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 235,745 0.5  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 235,745 0.5  － －

純資産合計   － － 2,611,729 5.0  － －

負債純資産合計   － － 52,400,629 100.0  － －
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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   32,295,778 100.0 28,547,827 100.0  66,969,597 100.0

Ⅱ 売上原価   19,096,910 59.1 17,119,747 60.0  37,797,198 56.4

売上総利益   13,198,867 40.9 11,428,079 40.0  29,172,399 43.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  16,501,257 51.1 13,595,416 47.6  31,126,940 46.5

営業利益又は損失
(△) 

  △3,302,389 △10.2 △2,167,336 △7.6  △1,954,541 △2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  364,585 1.1 487,146 1.7  545,971 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  63,319 0.2 424,088 1.5  180,313 0.3

経常利益又は損失
(△) 

  △3,001,123 △9.3 △2,104,278 △7.4  △1,588,883 △2.4

Ⅵ 特別利益 ※３  32,978 0.1 120 0.0  33,822 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  84,979 0.3 1,052,884 3.7  1,663,567 2.5

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△) 

  △3,053,125 △9.5 △3,157,042 △11.1  △3,218,628 △4.8

法人税、住民税及
び事業税 

 135,000 140,000 305,000 

法人税等調整額  72,711 207,711 0.6 68,898 208,898 0.7 △430,886 △125,886 △0.2

中間(当期)純利益
又は純損失(△) 

  △3,260,837 △10.1 △3,365,940 △11.8  △3,092,741 △4.6

前期繰越利益   2,026,386 －  2,026,386

中間(当期)未処分
利益又は未処理損
失(△) 

  △1,234,450 －  △1,066,355
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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） 

5,000,000 1,250,000 789,012 2,039,012

中間会計期間中の変動額  

中間純利益(△純損失)  

自己株式の取得  

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） 

－ － － －

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

5,000,000 1,250,000 789,012 2,039,012

  
 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金
 

利益準備金 
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） 

88,393 △1,066,355 △977,961 △318,722 5,742,327

中間会計期間中の変動額  

中間純利益(△純損失) △3,365,940 △3,365,940  △3,365,940

自己株式の取得 △402 △402

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） 

－ △3,365,940 △3,365,940 △402 △3,366,343

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

88,393 △4,432,296 △4,343,902 △319,125 2,375,984

  
 

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） 

505,380 505,380 6,247,708

中間会計期間中の変動額 

中間純利益(△純損失) △3,365,940

自己株式の取得 △402

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)

△269,635 △269,635 △269,635

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△269,635 △269,635 △3,635,978

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

235,745 235,745 2,611,729
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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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 ① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

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 同左 同左 

 ② その他有価証券 ② その他有価証券 ② その他有価証券 

 （時価のあるもの） （時価のあるもの） （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 

なお、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 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

なお、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 

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

なお、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） （時価のないもの） （時価のないもの） 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ取引等 (2）デリバティブ取引等 (2）デリバティブ取引等 

 ① デリバティブ ① デリバティブ ① デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 ① 商品 

 先入先出法による原価法 同左 同左 

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 なお、耐用年数および残存価

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。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を

除く。）については、定額法を

適用し、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 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

いており、コンテンツについて

は、利用可能期間（24ヶ月）に

わたり、当社所定の償却率によ

り償却しております。 

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）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法 

 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。 

同左 同左 

 (4）投資その他の資産（信託資

産） 

(4）投資その他の資産（信託資

産） 

(4）投資その他の資産（信託資

産） 

  主として定率法 

 なお、耐用年数および残存価

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。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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

合理的に見積もった貸倒率によ

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給等に充て

るため、支給見込額のうち当中

間会計期間の負担に属する額を

計上しております。 

同左  従業員の賞与の支給等に充て

るため、支給見込額のうち当事

業年度の負担に属する額を計上

しております。 

 ――――― (3）売上返戻引当金 (3）売上返戻引当金 

  将来の受講料の返金に備えるた

め、返金見込額を計上しており

ます。 

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） 

 (3）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）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

給付債務および年金資産の見込

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。 

 過去勤務債務については、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（３

年）による定額法により按分し

た額を費用処理しております。

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

同左  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

給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

 過去勤務債務については、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（３

年）による定額法により按分し

た額を費用処理しております。

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

４．収益の計上基準  駅前留学サービス収入は、主

として「入学金」、「受講料

（受講料の45％は「ＮＯＶＡシ

ステム登録料」であり、残りの

55％は「ＮＯＶＡシステム利用

料」であります。）」から構成

されておりますが、そのうち

「入学金」および「ＮＯＶＡシ

ステム登録料」については契約

時に収益として計上し、「ＮＯ

ＶＡシステム利用料」について

は契約期間に対応した期間にて

均等計上しております。 

同左 同左 

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 
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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） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップの特例処理の

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。 

同左 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 

  金利スワップ取引 同左 同左 

 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 

  変動金利の借入金 同左 同左 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  社内規定に基づき、財務活

動に係る金利変動リスクを

ヘッジする目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

同左 同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利

スワップ取引については、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

同左 同左 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 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は、税

抜方式によっております。 

同左 同左 
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会計方針の変更 

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） 

――――― （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））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適

用しております。 

 なお、これによる損益への影響

はありません。 

  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））および「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 なお、これによる損益への影響

はありません。 
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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） 

――――― （売上返戻引当金） （売上返戻引当金） 

  従来、受講料の返金について

は、返金時に処理する方法によっ

ておりましたが、前事業年度下半

期から返金見込額を引当計上する

方法に変更いたしました。 

 なお、この変更による影響額

は、前事業年度の額と同額であり

ます。 

 従来、受講料の返金について

は、返金時に処理する方法によっ

ておりましたが、当事業年度から

返金見込額を引当計上する方法に

変更いたしました。 

 この変更は、返金額の金額的重

要性が増加してきたことおよび返

金率算定のためのデータ管理体制

が整い、返金見込額を合理的に見

積もることが可能になったことか

ら、返金見込額を引当計上するこ

とにより、期間損益の適正化を図

るためのものであります。 

 この変更により、従来と同一の

方法を採用した場合に比べ、売上

高および売上総利益が67,037千円

増加し、営業損失および経常損失

がそれぞれ同額減少し、税引前当

期純損失が1,183,965千円増加し

ております。 

 なお、当該変更については、上

記データ管理体制の整備が当事業

年度下半期に終了したことから、

当下半期から適用することとした

ものであります。このため、当中

間会計期間は、従来の方法によっ

ており、変更後の方法によった場

合に比べ、売上高および売上総利

益が88,004千円少なく、営業損失

および経常損失がそれぞれ同額多

く、税引前中間純損失が

1,162,998千円少なく表示されて

おります。 

――――― ――――― （退職給付引当金） 

   当事業年度から「『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）および「『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。 

 なお、これによる損益への影響

はありません。 
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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） 

――――― （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」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「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

会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部に相当する

金額は2,611,729千円でありま

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。
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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） ――――― 
１．前中間会計期間において区分掲記しておりました

「短期貸付金」（当中間会計期間末1,388千円）に

ついては、金額の重要性が乏しくなったため、当中

間会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

 

２．前中間会計期間において「出資金」に含めて表示し

ておりました投資事業有限責任組合に対する投資

（当中間会計期間末13,417千円）については、証券

取引法（昭和23年４月13日 法律第25号）の改正に

より、当中間会計期間から「投資有価証券」に含め

て表示しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成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 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 
 

建物 33,747千円 

土地 2,641,513千円 

その他（投資その他
の資産） 

167,721千円 

計 2,842,982千円 
  

 
土地 2,129,055千円

計 2,129,055千円
  

 
建物 2,697千円

土地 2,129,055千円

計 2,131,753千円
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 
 

短期借入金 502,000千円 

１年以内返済予定長
期借入金 

266,400千円 

長期借入金 
333,800千円 

計 1,102,200千円 
  

 
１年以内返済予定長
期借入金 

266,400千円

長期借入金 67,400千円

計 333,800千円
  

 
１年以内返済予定長
期借入金 

266,400千円

長期借入金 
200,600千円

計 467,000千円
  

 また、上記の他、取引保証金の代用

として敷金及び差入保証金813,700千

円を担保に供しております。 

 また、上記の他、取引保証金の代用

として敷金及び差入保証金488,000千

円、信用状の開設に伴い定期預金

50,000千円をそれぞれ担保に供してお

ります。 

 また、上記の他、取引保証金の代用

として敷金及び差入保証金813,700千

円、信用状の開設に伴い定期預金

50,000千円をそれぞれ担保に供してお

ります。 

 ２ 保証債務  ２ 保証債務  ２ 保証債務 

 次のとおり金融機関等との取引に対

し、債務保証を行っております。 

 次のとおり金融機関等との取引に対

し、債務保証を行っております。 

 次のとおり金融機関等との取引に対

し、債務保証を行っております。 
 

㈱パシフィックリー
ス 

5,988,652千円

(借入金およびリー
ス債務) 

ＮＯＶＡ・スペー
ス・デザイン㈱ 

2,700千円

(仕入債務) 
  

 
㈱パシフィックリー
ス 

3,750,052千円

(借入金およびリー
ス債務) 

  

 
㈱パシフィックリー
ス 

5,778,694千円

(借入金およびリー
ス債務) 

  

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等および仮受消費税等は

相殺のうえ、未払消費税等として表示

しております。 

同左 同左 
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（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 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 
 

受取利息 1,178千円 

受取配当金 29,685千円 

受取手数料 62,627千円 

為替差益 55,558千円 

先物為替予約評価益 175,291千円 
  

 
受取利息 4,058千円

有価証券利息 34,214千円

受取配当金 27,905千円

投資有価証券売却益 126,628千円

受取手数料 67,806千円

為替差益 199,153千円
  

 
受取利息 2,419千円

受取配当金 70,366千円

投資有価証券売却益 5,932千円

受取手数料 118,301千円

為替差益 123,785千円

先物為替予約評価益 140,686千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 
 

支払利息 26,837千円 

社債利息 2,250千円 

社債発行費償却 6,920千円 
  

 
支払利息 32,172千円

社債利息 15,486千円

社債発行費償却 16,438千円

先物為替予約評価損 318,191千円
  

 
支払利息 62,716千円

社債利息 17,716千円

社債発行費償却 29,333千円

保証金償却 19,427千円
  

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 ※３ 特別利益の主要項目 
 

貸倒引当金戻入額 32,978千円 
  

 
貸倒引当金戻入額 120千円

  

 
貸倒引当金戻入額 33,822千円

  
※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 
 

固定資産除却損 59,011千円 

固定資産売却損 25,967千円 
  

 
固定資産除却損 10,141千円

固定資産売却損 350千円
  

 
売上返戻引当金繰入額 1,251,003千円

固定資産除却損 101,019千円

固定資産売却損 26,239千円
   

 なお、固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 52,107千円 

工具器具備品 6,312千円 

その他(有形固定資産) 591千円 

計 59,011千円 
  

 
 なお、固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 4,265千円

工具器具備品 5,202千円

その他(有形固定資産) 673千円

計 10,141千円
  

 
 なお、固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物 82,946千円

工具器具備品 11,652千円

その他(有形固定資産) 6,420千円

計 101,019千円
  

 また、固定資産売却損はすべて工具

器具備品の売却に伴うものでありま

す。 

同左 同左 

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 1,145,086千円 

無形固定資産 79,690千円 
  

 
有形固定資産 923,412千円

無形固定資産 127,835千円
  

 
有形固定資産 2,335,944千円

無形固定資産 166,172千円
  



 

－ 54 － 

（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 

 
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） 

普通株式 894,100 2,000 － 896,100 

合計 894,100 2,000 － 896,100 

 （注）１．当期増加数は、すべて単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 



 

－ 55 － 

（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 

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

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

（借主側） （借主側） （借主側） 

(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 

(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) 

建物 2,361,391 1,322,283 1,039,108 

工具器
具備品 

3,751,360 1,957,488 1,793,871 

計 6,112,751 3,279,771 2,832,980 

  

 

 
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)

建物 1,973,889 1,259,305 714,583

工具器
具備品

4,145,941 2,060,463 2,085,477

計 6,119,831 3,319,769 2,800,061

  

 

 
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) 

建物 2,405,567 1,535,514 870,053

工具器
具備品

4,899,814 2,387,132 2,512,682

計 7,305,381 3,922,646 3,382,735

  
(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 1,020,478千円 

１年超 1,903,109千円 

計 2,923,588千円 
  

 
１年内 1,083,348千円

１年超 1,814,059千円

計 2,897,407千円
  

 
１年内 1,194,835千円

１年超 2,282,433千円

計 3,477,269千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(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 724,568千円 

減価償却費相当額 601,740千円 

支払利息相当額 69,838千円 
  

 
支払リース料 745,420千円

減価償却費相当額 639,441千円

支払利息相当額 71,227千円
  

 
支払リース料 1,483,633千円

減価償却費相当額 1,244,898千円

支払利息相当額 143,599千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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、利息法によっ

ております。 

同左 同左 

 

（有価証券関係） 

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）および前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）のいずれにおいても子

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。 

 

（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） 

 該当事項はありません。 

 

 


