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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要 

平成18年5月15日 
会 社 名  株式会社ビーマップ  上 場 取 引 所 大（ヘラクレス市場） 

コード番号  ４３１６  本 社 所 在 地 東京都 

（ＵＲＬ http://www.bemap.co.jp/） 

代 表 者  代表取締役社長 氏名 杉野 文則     

問合せ先 常務取締役社長室長 氏名 上野 圭一 ＴＥＬ （03）5842-5033 

決算取締役会開催日  平成18年５月15日    中間配当制度の有無 有 

定時株主総会開催日  平成18年６月22日    単元株制度採用の有無 無 

 

１．1８年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(2) 経営成績                                 （百万円未満切捨） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

661 

894 

％ 

（△26.0） 

（44.1） 

百万円 

△83 

△1 

％ 

（－） 

（－） 

百万円 

△100 

△5 

％ 

（－） 

（－） 

 

 

 
当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当 期 純 利 益 率 

総 資 本 
経 常 利 益 率 

売 上 高 
経 常 利 益 率 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円  ％  

△427（－） 

△0（－） 

   円  銭 

△14,328  37 

     △15 03     

円  銭 

     － 

    － 

    ％ 

△27.3 

   0.0 

    ％ 

△5.7 

   △0.4 

    ％ 

△15.3 

    △0.6 

 (注) 1. 期中平均株式数  18年３月期    29,857株   17年３月期    25,829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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2) 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 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

2,157 

1,373 

百万円 

2,044 

1,090 

％ 

94.7 

79.4 

 円

64,643

      41,790

銭 

 25 

 76 
 
(注) 1. 期末発行済株式数 18年３月期   31,636株 17年３月期  26,099株  
 2. 期末自己株式数  18年３月期       9株 17年３月期       9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） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

中 間 期 

通 期 

百万円 

427 

1,093 

百万円 

△77 

28 

百万円 

△ 78 

27 

円 銭 

0  0 

0   0 

円 銭 

0   0 

0   0 
 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  863円 03銭 

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな不確定要因によ

って異なる結果となる可能性があります。 
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個別財務諸表等 

(1) 財務諸表 

①貸借対照表 

区分
注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

  1.現金及び預金 721,113 1,233,072 

  2.売掛金 346,902 135,822 

  3.原材料 24,693 5,549 

  4.仕掛品 12,095 59,992 

  5.前払費用 7,757 6,694 

  6.未収入金 5,975 6,849 

  7.関係会社短期貸付金      　 － 24,109 

  8.その他 3,208 4,577 

   流動資産合計 1,121,745 81.7 1,476,667 68.4

Ⅱ　固定資産

　1.有形固定資産

　(1)建物 3,907 3,351 

　　 減価償却累計額 2,639 1,268 611 2,739 

　(2)工具器具備品 72,135 64,472 

　　 減価償却累計額 49,356 22,779 45,140 19,331 

   有形固定資産合計 24,047 22,071 

　2.無形固定資産

  (1)商標権 426 550 

　(2)実用新案権 282 173 

　(3)ソフトウェア 72,398 3,784 

　(4)電話加入権 506 434 

   無形固定資産合計 73,614 4,942 

　3.投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 53,778 535,920 

  (2) 関係会社株式 30,000 66,900 

  (3) 関係会社長期貸付金      　 － 13,744 

  (4) 長期前払費用 217      　 －

  (5) 差入保証金 60,069 37,643 

　投資その他の資産合計 144,065 654,207 

固定資産合計 241,727 17.6 681,221 31.6

Ⅲ　繰延資産

　1.社債発行費 10,144       －

   繰延資産合計 10,144 0.7       －

資　産　合　計 1,373,617 100.0 2,157,888 100.0

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

　　　　　　期　　間

　科　　目

金額（千円） 金額（千円）
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区分
構成比
（％）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

1.買掛金 103,359 78,115 

2.未払金 7,912 10,873 

3.未払費用 613 467 

4.未払法人税等 5,953 6,295 

5.未払消費税等 4,888 3,426 

6.前受金 529      　 －

7.預り金 1,829 2,209 

8.賞与引当金 6,000 4,500 

   9.子会社整理損失引当金 146,365      　 －

  10.その他      　 － 210 

流動負債合計 277,452 20.2 106,099 4.9

Ⅱ　固定負債

1.繰延税金負債 1,017      　 －

2.長期預り金 4,827 7,317 

固定負債合計 5,844 0.4 7,317 0.3

負債合計 283,296 20.6 113,416 5.3

（資本の部）

Ⅰ  資本金 ※1 1,161,181 84.5 1,852,955 85.9

Ⅱ  資本剰余金

1.資本準備金 698,997 1,390,671 

資本剰余金合計 698,997 50.9 1,390,671 64.4

Ⅲ　利益剰余金

1.利益準備金 600 600 

2.任意積立金 2,020 2,020 

　　別途積立金 2,020 2,020 

3.当期未処理損失 ※3 771,856 1,199,671 

利益剰余金合計 △769,236 △56.0 △1,197,051 △55.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,481 0.1      　 －

Ⅴ　自己株式 ※2 △2,103 △0.1 △2,103 △0.1

資本合計 1,090,320 79.4 2,044,472 94.7

負債資本合計 1,373,617 100.0 2,157,888 100.0

金額（千円） 金額（千円）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

　　　　　　期　　間

　科　　目
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②損益計算書 

区分
注記
番号

Ⅰ　売上高 894,025 100.0 661,222 100.0

Ⅱ　売上原価

　　当期製品製造原価 700,876 78.4 527,272 79.7

　　売上総利益 193,149 21.6 133,950 20.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　 1  役員報酬 53,985 66,200 

　 2  給与手当 49,546 34,489 

   3  賞与引当金繰入額 1,629 1,024 

   4  交際費 5,385 7,806 

   5  支払手数料 43,027 53,444 

　 6  減価償却費 5,089 4,120 

   7  その他 36,410 195,073 21.8 50,309 217,394 32.9

　　営業損失 1,924 △0.2 83,444 △12.6

Ⅳ　営業外収益

　 1  受取利息 108 328 

　 2  雇用創出助成金 1,386       －

   3  受取手数料 4,761       －

   4  雑収入 616 6,872 0.7 1,842 2,171 0.3

Ⅴ　営業外費用

　 1  社債発行費償却 10,144 10,144 

　 2  新株発行費償却       － 10,144 1.1 9,493 19,637 3.0

　　経常損失 5,196 △0.6 △100,910 △15.3

Ⅵ　特別利益

　 1  保険解約益 7,764      －

　 2  子会社整理損失引当金戻入益 150 7,915 0.9 141,115 141,115 21.3

Ⅶ　特別損失

　 1  固定資産除却損 ※1 208 50,009 

　 2  固定資産売却損 ※2 26 62 

　 3  減損損失 ※3       － 18,889 

　 4  投資有価証券評価損       － 390,345 

　 5  移転関連費用       － 234 0.0 7,762 467,069 70.6

税引前当期純利益又は純損失(△) 2,484 0.3 △426,864 △64.6

法人税、住民税及び事業税 2,872 950 

法人税等調整額       － 2,872 0.3       － 950 0.1

当期純損失 388 　△0.0 427,814 △64.7

前期繰越損失 771,468 771,856 

当期未処理損失 771,856 1,199,671 

　　　　　　　期　　間

　科　　目

百分比
（％）

百分比
（％）

前事業年度
（自　平成16年４月1日

     至  平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月1日

     至  平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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  関係会社株式 

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 

――――― 

 

 

 

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。 

（1）有価証券 

①関係会社株式 

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

差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は主として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 原材料 

   個別法による原価法によっておりま

す。 

 

(2) たな卸資産 

 ① 原材料 

同左 

  ② 仕掛品 

   個別法による原価法によっておりま

す。 

 ② 仕掛品 

同左 

２ 重要な減価償

却資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

    定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

   建物    ３～18年 

工具器具備品４～10年 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエア 

    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。 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエア 

同左 

３ 繰延資産の処

理方法 

(1) 新株発行費 

――――― 

 

 

(2) 社債発行費 

商法施行規則の規定により最長期間

（３年）で毎期均等額を償却しておりま

す。 

 

(1) 新株発行費 

     支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

(2) 社債発行費 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
４ 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法により、

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。なお、当期において

は、引当金の計上はありません。 

(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

充てるため、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 

 (3) 子会社整理損失引当金 

子会社の整理に係る損失に備えるため、

必要額を計上しております。 

 

５ その他財務諸

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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用し

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 
 

財務諸表のための基本となる重要な事項の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 

当事業年度より、｢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)

を当事業年度から適用しております。これにより税引 

前当期純損失は18,889千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式総数   普通株式 45,360株 

     発行済株式総数       普通株式 25,825株 

※２ 会社が保有する自己株式の数 普通株式    9株 

※３ 資本の欠損の額          771,939千円  

※１ 会社が発行する株式総数   普通株式 45,360株 

    発行済株式総数      普通株式 31,636株 

※２ 会社が保有する自己株式の数 普通株式    9株 

※３ 資本の欠損の額          1,199,754千円 
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 (損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産除却損 

工具器具備品 208千円

 
 

※１ 固定資産除却損 

建物           1,164千円 

工具器具備品      1,636千円 

ソフトウェア   47,208千円 

 

 
※２ 固定資産売却損 

電話加入権 26千円

 
 

※２ 固定資産売却損 

電話加入権 62千円
 

――――― 

 

※３  減損損失  
当事業年度において、当社グループは事業部毎
に資産のグルーピング化を行っており、以下の資
産グループについて減損損失を計上しました。   
 

場所 用途 種類 

本社 モニタリング倶楽部 
ASPソフトウェア 

ソフトウェア 

 
上記ソフトウェアについては、直近の業績より
収益性が見込まれないと判断し、売却及び他の事
業への転用が困難であることから、帳簿価格を全
額減額し、当該減少額を減損損失(18,889千円)に
計上しました。 

 

(有価証券関係) 

   前事業年度末(平成17年３月31日) 

時価評価されていない主な有価証券 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 関連会社株式 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 

         

  30,000 

         53,778 

計 83,778 

 

   当事業年度末(平成18年３月31日) 

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。 

      

 (デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産                  

  未払事業税            2,036千円 

  賞与引当金繰入限度超過額     2,691千円 

  棚卸資産評価損否認                 914千円 

  少額減価償却資産否認       1,431千円 

  ソフトウェア償却超過額      15,424千円 

  子会社整理損                    213,705千円 

  繰越欠損金            86,911千円 

  繰延税金資産合計                323,115千円  

  評価性引当額         △323,115千円 

  繰延税金資産の純額         ―    

  繰延税金負債            

   その他有価証券評価差額金      1,017千円 

  繰延税金負債合計                  1,017千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  当期純損失のため記載を省略しております。 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産                  

  未払事業税           1,961  千円 

  賞与引当金繰入限度超過額    1,926  千円 

  棚卸資産評価損否認              171  千円 

  少額減価償却資産否認      1,492  千円 

  減損損失            7,688  千円 

ソフトウェア償却超過額     29,308  千円 

  子会社整理損                  162,800 千円 

    投資有価証券評価損否認     158,870  千円 

  繰越欠損金          129,432  千円 

  繰延税金資産合計              493,648  千円  

  評価性引当額        △493,648  千円 

  繰延税金資産の純額         ―    

   

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 

 

 (１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 41,790円76銭 64,643円 25銭 

１株当たり当期純損失 15円03銭 14,328円 37銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純損失 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、１株当たり当期純損失

が計上されているため、記載をしており

ません。 

同左 

 
(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失 
(千円) 

388 427,814 

普通株主に帰属しない
金額(千円) 

― ― 

普通株式に係る当期純
損失(千円) 

388 427,814 

普通株式の期中平均 
株式数(株) 

25,829 29,857 

希薄化効果を有しない

ため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

新株予約権等５種類(新株予約権の目

的となる株式の数796株)。 

新株予約権等８種類(新株予約権の目的と

なる株式の数1,568株)。 
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当期中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 

 

発行形態 発行株式

数(株) 

発行価格(円) 資本組入額(円) 

前事業年度 
平成16年4月1日 

～平成17年3月31日 
新株引受権の行使 274 32,300,022 16,700,022 

平成17年4月1日 

～平成17年5月15日 
新株引受権の行使 27 4,050,000 2,025,000 

平成17年5月16日 第三者割当増資 2,500 502,500,000 251,250,000 

平成17年5月17日 

～平成17年9月25日 
新株予約権・引受権の行使 136 18,634,002 9,367,002 

平成17年9月26日 第三者割当増資 2,850 855,000,000 427,500,000 

当事業年度 

平成17年9月27日 

～平成18年3月31日 
新株予約権の行使 24 3,264,000 1,632,000 
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３．役員の異動 

確定次第お知らせいたします。 

 

 

 

以  上 

 


