
平成１８年６月期  中間決算短信(連結) 平成 18 年 2月 14 日 

上場会社名 株式会社 ドッドウエル ビー・エム・エス 上場取引所 東京証券取引所 

コード番号 ７６２６ 本社所在都道府県 

（ＵＲＬ http://www.dodwellbms.co.jp） 東京都 

問合せ先 責任者役職名 総務部長 

     氏    名 唐崎 英明      TEL(03)3249－6333 

中間決算取締役会開催日  平成１８年２月１４日 
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１． １７年１２月中間期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 

(1)連結経営成績     （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 ％

17 年 12 月中間期 8,621 12.2 1,047 25.7 1,055 21.0

16 年 12 月中間期 7,683 1.4 832 7.3 872 10.5

17 年 6 月期 16,987  1,946 2,026

 

  中間(当期)純利益 
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

  百万円 ％ 円   銭 円   銭

17 年 12 月中間期 675 21.9 14 70 14 69

16 年 12 月中間期 553 41.2 12 11 -   

17 年 6 月期 1,174  24 52 24 52

（注）①持分法投資損益  17 年 12 月中間期 －百万円   16 年 12 月中間期 -百万円  17 年 6 月期 -百万円 

      ②期中平均株式数（連結）17 年 12 月中間期 46,452,232 株 16 年 12 月中間期 45,720,945 株 17 年 6 月期 45,759,800 株  

      ③会計処理の方法の変更    無 

      ④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)連結財政状態 

  総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

    百万円 百万円   ％ 円   銭

17 年 12 月中間期 21,210 11,872 56.0  258 43

16 年 12 月中間期 14,453 
 

10,332 71.5  226 06

17 年 6 月期 17,102  11,751 68.7  254 74

(注)期末発行済株式数（連結） 17 年 12 月中間期 46,189,910 株 16 年 12 月中間期 46,189,910 株 17 年 6 月期 46,189,910 株  

 

(3)連結キャッシュ･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

17 年 12 月中間期 

16 年 12 月中間期 

  192 

△ 70 

    72 

 △ 701 

△ 202 

△ 282 

2,836 

1,701 

17 年 6 月期  1,492 △ 1,148 △ 326 2,774 

 

 

 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数  ２社   持分法適用非連結子会社数  -社    持分法適用関連会社数  -社 

 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結（新規）  -社 （除外）  -社    持分法（新規）  -社  （除外）  -社 

 

２． １８年６月期の連結業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

  売   上   高 経 常 利 益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円  

通  期 17,646 2,202 1,247 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    26 円 11 銭 

※上記の予想は、現時点において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、実際の業績は、 

 今後の様々な要因により、予想と異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の７ページをご参照願います。 



１．企業集団の状況 
当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社ドッドウエル ビ

ー・エム・エス）および子会社４社により構成されております。当社は、デジタル

セキュリティシステムおよびカードシステム機器を中心に事務用機器類の販売お

よび保守サービス事業を展開しております。子会社の株式会社ビーエム総合リース

は、主にセキュリティシステムを含めたパチンコホール向け遊戯施設および事務用

機器類のリースを営んでおります。また、株式会社プロメックは国内唯一のエンボ

ス機械メーカーとしてカード発行機の開発製造をおこなっております。ブランステ

クノロジーはセキュリティ事業において映像ネットワークシステムの開発をおこ

なっております。なお、１１月に設立いたしました株式会社ディーマテリアルは各

種新素材の販売および、それらの素材をもちいた電子部品などの製品の開発と販売

をおこないます。 
当社グループ全体の事業のセグメント別内訳とその内容、当社および子会社のそ

れぞれの事業についての位置づけは次のとおりであります。 

区分 主要業務 主要な会社 

当社 

株式会社ビーエム総合リース 
株式会社プロメック 
ブランステクノロジーインク 
 

事務用機器関連事業 

事務用機器（メーリングシス

テム、カードシステム、セキ

ュリティシステム等）の開

発・製造および販売・保守、

並びにこれらに附帯するリ

ース・割賦の仲介業務  

電子部品及び素材事業 

粉末素材（セラミックス、チタニ

ウム等）および素材を利用した

電子部品等の販売 

株式会社ディーマテリアル 

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 

子会社 
㈱プロメック

お  客  様 

粉末素材、電

子部品の販売

非連結子会社

㈱ディー 

セキュリティシステム

カード発行機の販売 
事務用機器

の販売 

海  外 国  内 

リースリ 

ー 

ス 

会 

社

転貸リース 
 

事務用機器

の販売 

子

㈱

総

非連結子会社

ブランス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

会社 
ビーエム 
マテリアル

映像ネットワーク

システムの開発 

（  
カ

の

合リース 

事務用機器

の販売 

テクノロジー

－ 
ード発行機
製造、販売

当   社
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韓国）



２．経営方針 

１． 経営の基本方針 
当社は、「人と社会に認められる価値を創造する」を経営の基本理念とし

ております。理念実現のため、全国３３の営業・メンテナンス拠点を活用し

てお客様のニーズを汲み上げるとともに、それに応える商品を提供すること

を基本方針としております。必要に応じて M＆A および事業提携を積極的
に展開し、商品開発・営業活動の両面にわたり相乗効果を見い出すことで、

事業を拡大してまいります。 
 

２． 利益配分に関する基本方針 
当社は、配当につきましては、業績及び配当性向等を総合的に勘案して、

株主の皆様のご期待にお応えしてまいりたいと考えております。 
内部留保は、将来にわたる株主の皆様への利益を確保するため、積極的な

事業展開の推進、企業体質の一層の強化をはかるための投資に充当いたした

く存じます。 
 

３． 中期的な経営戦略 
当社グループは、高い収益性と安定的を実現することを中長期的な経営戦

略の柱において、変化の激しい業界に対応してまいります。このため、お客

様の要望、市場ニーズの動きを的確に把握し、市場をリードする商品の積極

的な投入、お客様に満足を与えることのできるサービスの提供を継続してお

こなってまいります。 
 
４． 会社の対処すべき課題 

当社グループは、業績の拡大と安定のために、主力製品の一部であります

カード発行機とデジタルセキュリティシステムの販売体制につき、従来の直

販体制に加え、効率のよい代理店販売の展開を進めております。代理店販売

を定着させ、さらに推進していくために全国３３拠点でのメンテナンス体制

を一段と整備、充実させ、代理店に対する営業面のフォローを強化すること

が課題となります。また、セキュリティシステム事業においては導入利用の

多様化に対応するため、各方面と積極的に提携を進めてまいります。 
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５． 経営管理組織の整備等（コーポレート･ガバナンスの充実）に関する施策 

当社は、企業価値の向上を目指し、資本効率重視の経営をさらに進めてま

いります。このため、適切な権限委譲による意思決定の迅速化をはじめ、経

営改革を一層強力に推進してまいります。 
 
（１）当社の取締役会は、取締役４人で構成されています。毎月一回、定例取締役

会を開催、必要に応じて適時臨時取締役会を開催して、経営の基本方針や重

要事項を決定するとともに、業務の執行状況についても随時報告をおこなっ

ています。 
 
（２）業務全般に関わる課題を検討・策定する機関として取締役、執行役員及び関

連する部長による経営会議を随時開催し、事業活動の評価、課題解決などを

検討しております。 
 
（３）当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役１名及び監査役２名で監査

役会を構成しています。このうち監査役２名については、社外監査役であり

ます。 
定例の取締役会、臨時取締役会及び重要な会議に出席し、適宜、適法上の観

点から意見の表明を行い、取締役の職務執行状況を監査できる体制を整えて

おります。 
なお、社外監査役と当社の間には特別の利害関係はありません。 
 

（４）会計監査人は創研合同監査法人でしたが、任期満了で平成１７年９月２１日

の定時株主総会をもって退任し、新たに中央青山監査法人を選任いたしまし

た。通常の会計監査、会計処理に関する助言・指導を適時仰いでまいりたい

と存じます。 
 
（５）社長直結の社内監査部門である内部監査室が、本部各部署、各支店を定期的

にあるいは臨時的に巡視し、会社の内部統制の整備・運用状況を点検し、ま

た、問題点の指摘・是正勧告を行っております。 
 
（６）顧問弁護士よりコーポレート・ガバナンスに関する指導を受けるとともに、

業務全般に関する件、契約に関する件、労務上の問題、法的関係事項などに

ついても適時指導を受けて、経営上のリスク回避を図っています。 
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当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（内部監査） 

（中央青山監査法人）

監 査 役 会 

株  主  総  会

 

取 締 役 会 
代表取締役社長 
監 査 室 
執行役員 

各部門 
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会計監査人 
弁 護 士 



３．経営成績 

１． 当中間期の概況 
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油、原材料等の価格高騰に

よる悪影響が懸念されたものの企業業績が改善し、設備投資の増加や個人消

費が上向くなど緩やかながら回復基調で推移いたしました。 
このような事業環境のなかで、当社グループは成長分野でありますセキュ

リティシステムの販売先を拡大する為に、業務提携を積極的に推進して参り

ました。その結果、グループ全体の売上高は８６億２１百万円（前年同期比

１２．２％増）となりました。また、利益面におきましては、経常利益は１

０億５５百万円（前年同期比２１．０％増）、当期利益は６億７５百万円（前

年同期比２１．９％増）と増収増益を達成いたしました。 
 
事業別の概況は次のとおりであります。 

 
（事務用機器関連事業） 

    メーリングシステムにおいては、わずかながら買い替え需要がもどり、売

上高は４億２８百万円（前年同期比３．６％増）となりました。一方、カー

ドシステムは病院向けの導入は改善されましたが、金融向けのカード発行機

の導入は昨年、前期後期にわたって導入されましたが、今期は下期での導入

を見込んでいることから、売上高は９億５２百万円（前年同期比１６．９％

減）となりました。また、デジタルセキュリティシステムにつきましては、

代理店政策および販売業務提携を積極的に推進したことが効を奏し、金融業、

マンション、オフィスビル、ガソリンスタンド、遊戯施設への導入台数が増

加し、売上高は２６億４３百万円（前年同期比３１．０％増）となりました。

この結果、ドッドウエル ビー・エム・エス単体では売上高８１億９９百万

円（前年同期比７．９％増）、営業利益は９億７２百万円（前年同期比１７．

５％増）となりました。 
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２． キャッシュ・フロー 
 
    当中間連結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、税金等調整前中間純利益の１１億８９百万円が、売上債権の増加により

当中間連結会計期末は１７億１百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は１億９２百万円（前年同期７０百万円の

使用）となりました。これは、主に売上債権及び仕入債務の増加によるも

のです。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果得られた資金は７２百万円（前年同期７億１百万円の使

用）となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出及び売却

による収入によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は２億２百万円（前年同期２億８２百万円

の使用）となりました。これは、主に長期借入金の返済及び配当金の支払

によるものです。 
     
３． 通期の業績見通し 
 

病院向けのカードシステム事業は安定した買い替え需要市場になってお

り、それに加えてクリニック、小規模病院の小型機種の需要から、さらに導

入台数の増加が見込まれます。また、金融向けのカードシステム事業におい

ては、下期での導入に備えて体制を整えてまいります。 
セキュリティシステム事業は防犯に対するニーズの拡大から、金融業、マ

ンション、オフィスビルなどへの導入を軸に、さらに業績を伸ばしてまいり

ます。また、販売業務提携先の新しい顧客層へ向け、トータルセキュリティ

システムを提案することで、市場からの新しい需要を掘り起こし、事業の拡

大を図ってまいります。 
こうした対応により、通期の業績につきましては以下のとおり予想してお

ります。 
 

   売 上 高     １７６億４６百万円 （前年同期比 ３．９％増） 
   営 業 利 益      ２１億８２百万円 （前年同期比１２．１％増） 
   経 常 利 益      ２２億 ２百万円 （前年同期比 ８．７％増） 

当期純利益      １２億４７百万円 （前年同期比 ６．２％増） 
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４【中間連結財務諸表等】 
 

中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年６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   1,716,483   2,838,712   2,790,061  

２ 受取手形及び売掛
金 

※４  4,031,880   8,719,872   4,109,491  

３ たな卸資産   1,674,974   1,655,489   1,733,962  

４ 繰延税金資産   119,854   126,716   124,669  

５ その他   252,839   150,674   129,058  

貸倒引当金   △19,102   △20,465   △30,005  

流動資産合計   7,776,929 53.8  13,471,000 63.5  8,857,237 51.8

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１ 建物及び構築物 ※２ 258,254   244,272   251,685   

２ 機械装置及び運
搬具  572   536   549   

３ 工具、器具及び
備品  148,765   115,780   118,250   

４ 土地 ※２ 979,667 1,387,260  978,085 1,338,674   978,085 1,348,571   

(2）無形固定資産           

１ 営業権  125,333   81,333   103,333   

２ 特許権  86,458   73,958   80,208   

３ 連結調整勘定  298,049   279,421   288,735   

４ ソフトウェア  7,352   13,148   5,714   

５ その他  19,614 536,808  19,614 467,476   19,614 497,606   

(3）投資その他の資産           

１ 関係会社株式  7,484   161,515   7,484   

２ 投資有価証券  3,267,869   4,471,066   5,275,878   

３ 長期貸付金  480,823   179,032   535,131   

４ 敷金保証金  122,504   107,152   109,773   

５ 繰延税金資産  304,668   63,765   19,412   

６ その他  618,620   1,202,683   501,854   

貸倒引当金  △49,871 4,752,099   △251,977 5,933,239   △50,063 6,399,469   

固定資産合計   6,676,168 46.2  7,739,390 36.5  8,245,646 48.2

資産合計   14,453,098 100.0  21,210,391 100.0  17,102,884 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年６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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

※４  1,696,219   6,603,090   2,221,639  

２ 短期借入金 ※２  260,000   260,000   260,000  

３ 未払金   277,539   367,597   494,959  

４ 未払法人税等   621,826   628,115   766,231  

５ 前受金   152,966   123,345   226,112  

６ 賞与引当金   40,437   42,252   40,285  

７ その他   108,250   206,513   146,918  

流動負債合計   3,157,240 21.8  8,230,914 38.8  4,156,147 24.3

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２  475,000   415,000   445,000  

２ 退職給付引当金   455,358   484,435   455,087  

３ 繰延税金負債   －   -   272,408  

４ その他   32,870   207,444   23,230  

固定負債合計   963,228 6.7  1,106,879 5.2  1,195,726 7.0

負債合計   4,120,468 28.5  9,337,794 44.0  5,351,873 31.3

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,980,112 20.6  2,980,112 14.1  2,980,112 17.4

Ⅱ 資本剰余金   2,902,997 20.1  2,962,625 14.0  2,960,012 17.3

Ⅲ 利益剰余金   4,854,077 33.6  5,731,135 27.0  5,291,668 30.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   △156,769 △1.1  326,795 1.5  655,511 3.8

Ⅴ 自己株式   △247,788 △1.7  △128,071 △0.6  △136,295 △0.7

資本合計   10,332,629 71.5  11,872,597 56.0  11,751,010 68.7

負債及び資本合計   14,453,098 100.0  21,210,391 100.0  17,102,884 100.0
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中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６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   7,683,601 100.0  8,621,519 100.0  16,987,649 100.0

Ⅱ 売上原価   5,260,722 68.5  5,957,017 69.1  11,873,562 69.9

売上総利益   2,422,878 31.5  2,664,502 30.9  5,114,087 30.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

１ 役員報酬  60,000   53,650   120,300   

２ 給与及び手当  601,468   606,084   1,204,419   

３ 賞与  127,865   183,831   293,066   

４ 減価償却費  38,985   30,649   79,101   

５ 地代家賃  64,340   53,317   130,364   

６ 連結調整勘定償却
額  9,314   9,314   18,628   

７ その他  688,094 1,590,068 20.7 680,605 1,617,453 18.8   1,321,731 3,167,611 18.7

営業利益   832,809 10.8  1,047,048 12.1  1,946,475 11.4

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  6,523   7,955   12,302   

２ 受取配当金  -   1,350   11,674   

３ 為替差益  35,056   -   29,922   

４ 投資事業組合利益  -   -   28,590   

５ 家賃収入  6,893   6,893   13,786   

６ その他  4,515 52,988 0.7 3,704 19,903 0.2 14,254 110,532 0.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  5,453   4,694   10,295   

２ 為替差損  -   3,898   -   

３ 財務関連費用  8,125   1,500   16,250   

４ その他  － 13,578 0.2 1,319 11,412 0.1 4,180 30,725 0.2

経常利益   872,219 11.3  1,055,539 12.2  2,026,282 11.9

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売却
益  775   328,104   12,725   

２ 子会社株式売却益  228,671   -   228,671   

３ 貸倒引当金戻入益  －   10,427      

４ その他  4,838 234,285 3.1 2,713 341,244 4.0 4,844 246,241 1.4
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６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
（％）

Ⅶ 特別損失           

１ たな卸資産除却損  2,373   -   83,359   

２ 固定資産除却損 ※1 52   -   3,446   

３ 貸倒引当金繰入  -   202,540   -   

４ その他  - 2,425 0.0 4,698 207,238 2.4 1,059 87,865 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益   1,104,079 14.4  1,189,545 13.8  2,184,657 12.8

法人税、住民税及
び事業税  599,255   609,439   1,059,457   

法人税等調整額  △48,870 550,384 7.2 △95,061 514,378 6.0 △48,917 1,010,539 5.9

中間（当期）純利
益   553,694 7.2  675,166 7.8  1,174,117 6.9
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中間連結剰余金計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,902,997  2,960,012  2,902,997

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１ 増資による新株の発
行 

 －  －  ―  

２ 自己株式処分差益  － － 2,613 2,613 57,015 57,015

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,902,997  2,962,625  2,960,012

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,542,296  5,291,668  4,542,296

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 中間（当期）純利益  553,694 553,694 675,166 675,166 1,174,117 1,174,117

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金  182,913  183,700  365,745  

２ 役員賞与  59,000 241,913 52,000 235,700 59,000 424,745

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  4,854,077  5,731,135  5,291,668
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中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６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 

    

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 1,104,079 1,189,545 2,184,657 

減価償却費  43,227 33,132 87,616 

連結調整勘定償却額  9,314 9,314 18,628 

営業権償却  21,999 21,999 44,000 

特許権償却  6,249 6,249 12,500 

たな卸資産除却損  2,373 － 83,359 

貸倒引当金の増減額  1,223 192,374 12,318 

賞与引当金の増減額  △3,149 1,966 △3,300 

退職給付引当金の増
加額 

 14,120 29,347 13,849 

受取利息及び受取配
当金 

 △6,533 △9,305 △23,977 

支払利息  5,453 4,694 10,295 

投資有価証券売却益  △775 △328,104 △12,725 

子会社株式売却益  △228,671 － △228,671 

売上債権の増加額  △191,113 △4,610,381 △268,724 

たな卸資産の減少額  169,017 78,472 24,145 

その他流動資産の
（増）減額 

 △23,939 △16,443 14,412 

仕入債務の増（減）
額 

 △298,501 4,381,451 243,539 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

その他流動負債の増
減額 

 △304,583 △170,534 56,390 

役員賞与の支払額 

その他 
 

△59,000 

52 

△52,000 

147,260 

△59,000 

△50,344 

小計  260,841 909,038 2,158,967 

利息及び配当金の受
取額 

 4,700 4,175 22,004 

利息の支払額  △5,481 △4,694 △10,257 

法人税等の支払額  △330,213 △715,815 △677,751 

営業活動による
キャッシュ・フロー 

 △70,153 192,704 1,492,964 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預貯金の預入に
よる支出 

 △14,806 △302,600 △16,009 

定期預貯金の払戻に
よる収入 

 20,605 16,009 20,605 

投資有価証券の取得
による支出 

 △2,116,809 △1,025,611 △2,804,009 

投資有価証券の売却
による収入 

 22,907 1,606,062 212,815 

子会社株式の売却に
よる収入 

 1,564,202 － 1,564,202 

非連結子会社株式の
取得による支出 

 － △134,032 － 

非連結子会社の設立
による支出 

 － △20,000 － 

有形固定資産の取得
による支出 

 △5,010 △21,829 △9,226 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 303 600 

無形固定資産の取得
による支出 

 － △9,144 ― 

貸付金の貸付による
支出 

 △97,273 △44,666 △152,622 

貸付金の返済による
収入 

 2,393 852 62,649 

その他投資の（増）
減額 

 △77,798 6,874 △27,012 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

 △701,588 72,219 △1,148,006 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 － 200,000 ― 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △88,700 △230,000 △118,700 

自己株式の取得によ
る支出 

 △10,908 － △10,953 

自己株式の売却によ
る収入 

 － 10,837 168,553 

配当金の支払額  △182,913 △183,700 △365,745 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

 △282,521 △202,863 △326,845 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △1,054,263 62,060 18,111 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 2,755,940 2,774,052 2,755,940 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 1,701,676 2,836,112 2,774,052 
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＜中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項＞ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称 

株式会社ビーエム総合リー

ス 

株式会社プロメック 

 なお、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

株式会社正晃は、当中間連結

会計期間期首に全株式を売却

したため、連結しておりませ

ん。 

(1)連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称 

株式会社ビーエム総合リー

ス 

株式会社プロメック 

 

(1)連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称 

株式会社ビーエム総合リー

ス 

株式会社プロメック 

 なお、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

株式会社正晃は、当連結会計

年度期首に全株式を売却した

ため、連結しておりません。

 (2)非連結子会社の数  １社 

非連結子会社の名称 

Brans Technologies Inc. 

株式会社正晃の株式売却に

より、その子会社深圳正晃光

学制品有限公司は、当社の非

連結子会社でなくなりまし

た。 

(2)非連結子会社の数  ２社 

非連結子会社の名称 

Brans Technologies Inc. 

㈱ディーマテリアル 

株式会社ディーマテリアルは

平成17年11月28日設立いたし

ました。 

(2)非連結子会社の数  １社 

非連結子会社の名称 

Brans Technologies Inc. 

 株式会社正晃の株式売却に

より、その子会社深圳正晃光

学制品有限公司は、当社の非

連結子会社でなくなりまし

た。 

 （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は、いずれも

小規模であり、総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであり

ます。 

（連結の範囲から除いた理由）

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模で

あり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

 (3)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

Brans Technologies Inc. 

(3)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

Brans Technologies Inc. 

㈱ディーマテリアル 

(3)持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

Brans Technologies Inc. 

 （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、中間

純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外し

ております。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、連結

当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

同左  すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致して

おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

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） 

イ 有価証券 

――――― 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

イ 有価証券 

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

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ロ たな卸資産 

(イ）商品・製品 

 主として個別法による原価

法 

 ただし、一部商品（消耗

品）は移動平均法による原価

法 

ロ たな卸資産 

(イ）商品・製品 

同左 

ロ たな卸資産 

(イ）商品・製品 

同左 

 (ロ）原材料 

移動平均法による原価法 

(ロ）原材料 

同左 

(ロ）原材料 

同左 

 (ハ)仕掛品 

総平均による原価法 

(ハ）仕掛品 

同左 

(ハ）仕掛品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 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）は定額法）に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

  
建物及び構築物 17～50年

工具、器具及び

備品 
５～６年

  

  

 ロ 無形固定資産 

定額法 

 なお、ソフトウエアは以下に

よっております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

ロ 無形固定資産 

同左 

 ①   ――――― ①   ――――― ① 市場販売目的のソフトウェ

ア 

 販売見込数量による按分額

と販売有効期間に基づく均等

配分額のいずれか大きい額を

償却する方法 

 ② 自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

② 自社利用のソフトウェア 

同左 

② 自社利用のソフトウェア 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 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。

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

同左 

 ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

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。 

 また、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間

（10年～12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 また、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間

（10年～12年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 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、連結決

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。 

(5）重要なリース取引の処

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）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、為替変動リスク

のヘッジについては振当処理の

要件を充している場合には振当

処理を、金利スワップについて

特例処理の条件を充している場

合には特例処理を採用しており

ます。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段… 

為替予約及び通貨スワッ

プ 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ    同左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ    同左 

 ヘッジ対象… 

商品輸入による外貨建買

入債務 

  

 ｂ ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…定期預金及び

借入金 

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金 

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金 

 ハ ヘッジ方針 

金利変動リスク、為替変動リ

スクの低減のため、対象債権債

務及び将来発生する対象債務の

範囲内でヘッジを行っていま

す。 

ハ ヘッジ方針 

金利変動リスク、為替変動リ

スクの低減のため、対象債務及

び将来発生する対象債務の範囲

内でヘッジを行っています。 

ハ ヘッジ方針 

  金利変動リスク、為替変動リ

スクの低減のため、対象債務及

び将来発生する対象債務の範囲

内でヘッジを行っています。 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しておりま

す。 

 ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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

出し可能な預金からなっておりま

す。 

同左  連結キャッシュ・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

可能な預金からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、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」

（企業会計基準摘要指針第６号 平

成15年10月31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。 

  

 

 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 役員退職慰労引当金については、

前連結中間会計期間に内規に基づく

要支給額56,517千円を引当金計上し

ましたが、前連結会計年度末におい

て内規を廃止し役員退職慰労金は過

年度分も含めて支給しないこととし

たため、当連結中間会計期間末にお

いても引当金を計上しておりませ

ん。 

  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」(平成16年２月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号)に

従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が31,739千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が31,739千円減少しております。 
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＜注記事項＞ 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

519,466千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、     

534,707千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、     

502,626千円であります。 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

 
建物及び構築物 34,399千円

土地 553,593千円

計 587,992千円

  

 
建物及び構築物       41,561千円

土地      553,593千円

計      595,155千円

  

 
建物及び構築物 33,555千円

土地 553,593千円

計 587,148千円

  
 上記物件について、一年以内返済予定

の長期借入金60,000千円、長期借入金

375,000千円の担保に供しております。 

 上記物件について、一年以内返済予定

の長期借入金 60,000千円、長期借入金    

315,000千円の担保に供しております。 

 上記物件について、一年以内返済予定

の長期借入金60,000千円、長期借入金

345,000千円の担保に供しております。 

 ３ 保証債務 

 下記のとおり従業員の持家融資に伴う

銀行借入に対し、保証を行っておりま

す。 

 ３ 保証債務 

 下記のとおり従業員の持家融資に伴う

銀行借入に対し、保証を行っておりま

す。 

 ３ 保証債務 

 下記のとおり従業員の持家融資に伴う

銀行借入に対し、保証を行っておりま

す。 

 
保証先  保証金額 

従業員（19名）  12,096千円 

  

 
保証先 保証金額 

従業員（26名）       21,053千円

その他      57,301千円

計      78,355千円

 

 
保証先  保証金額 

従業員（23名）  19,716千円

  

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結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、当中間連結

会計期間の末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

※４ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結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、当中間連結

会計期間の末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

※４    ―――――― 

 
受取手形 94,411千円

支払手形 11,090千円

  

 
受取手形      329,881千円

支払手形       6,739千円

  

 

５ コミットメント契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行６社と当座貸

越契約及びコミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

５ コミットメント契約 

 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行１社と当座貸

越契約及びコミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

５    ―――――― 

 
当座貸越限度額及び 

コミットメントの総額 
2,500,000千円 

借入実行残高 －千円 

差額 2,500,000千円 

  

 
当座貸越限度額及び

コミットメントの総額
1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差額 1,000,000千円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

 
工具、器具及び備品 52千円

  

 
工具、器具及び備品   －千円

  

 
建物及び構築物  223千円

機械装置及び運搬具 13千円

工具、器具及び備品 3,209千円

合  計 3,446千円

  
 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結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

間連結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連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

 
現金及び預金勘定 1,716,483千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△14,806千円

現金及び現金同等物 1,701,676千円

  

 
現金及び預金勘定 2,838,712千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△2,600千円

現金及び現金同等物    2,836,112千円

  

 
現金及び預金勘定 2,790,061千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△16,009千円

現金及び現金同等物 2,774,052千円

  
 

 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間(自平成16年７月１日至平成16年12月31日)、当中間連結会計期間（自平成17年７月１日至平成

17年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年7月1日至る平成17年6月30日）のリース取引関係は、ＥＤＩＮＥＴ

により開示を行うため記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 1,619,500 1,356,473 △263,027 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 66,407 65,955 △451 

合計 1,685,907 1,422,428 △263,478 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 前中間連結会計期間末（平成16年12月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

社債 1,740,038 

(2）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 90,400 

新株引受権 15,002 

 

－ 23 － 

 



（当中間連結会計期間） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1)株式 1,889,669 2,170,050 280,381 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 55,094 55,410 315 

合計 1,944,763 2,225,460 280,697 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 当中間連結会計期間末（平成17年12月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場外国債権 1,176,000 

非上場外国株式 754,617 

非上場株式 146,400 

その他 168,588 
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（前連結会計年度） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 前連結会計年度末（平成17年６月30日） 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 2,300,148 3,391,334 1,091,185 

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

(3)その他 133,590 144,105 10,515 

合計 2,433,739 3,535,440 1,101,700 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 前連結会計年度末（平成17年６月30日） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場外国債券 1,740,038 

非上場株式 400 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成16年７月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年７月１日 

至平成17年６月30日）は、ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引はありませんので、取引の時価等に

関する事項は記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末(平成17年12月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

   

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価（千円） 評価損益(千円) 

通 貨 為替予約取引 1,071,510 1,066,478 △5,031

 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日 至平成16年12月31日） 

 事務用機器関連事業の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日 至平成17年12月31日） 

 事務用機器関連事業の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自平成16年７月１日 至平成17年６月30日） 

 当連結会計年度期首において連結子会社の全株式を売却したことに伴い、光学機器関連事業を行わなくなっ

たため事務用品機器関連事業の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、事業

の種類別セグメント情報を省略しています。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日 至平成16年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日 至平成17年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成16年７月１日 至平成17年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日 至平成16年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日 至平成17年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自平成16年７月１日 至平成17年６月30日） 

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 226.06円

１株当たり中間純利益 12.11円

  

１株当たり純資産額 258.43円

１株当たり当期純利益金額 14.70円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
14.69円

 

 
１株当たり純資産額 254.74円

１株当たり当期純利益金額 24.52円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
24.52円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希簿化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  

 （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。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日
至 平成17年６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） 553,694 675,166 1,174,117 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
― ― 52,000 

（うち利益処分による役員賞

与金） 
― ― (52,000)

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
553,694 675,166 1,122,117 

期中平均株式数（千株） 45,720 45,927 45,759 

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（千株） ―                  27 12 

（うち新株予約権） ― (27) (12)

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

間純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

平成14年９月27日定

時株主総会決議新株予

約権（471千株） 

平成15年９月26日定

時株主総会決議新株予

約権（268千株） 

平成16年９月26日定

時株主総会決議新株予

約権（207千株） 

平成15年９月26日定

時株主総会決議新株予

約権（247千株） 

平成17年９月21日定

時株主総会決議新株予

約権（417千株） 

平成14年９月27日定

時株主総会決議新株予

約権（466千株） 

平成15年９月26日定

時株主総会決議新株予

約権（268千株） 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

―――――― ―――――― ―――――― 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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