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１． １８年６月期の連結業績（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０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 ％

18 年 6月期 17,679 4.1 2,228 14.5 2,365 16.7 

17 年 6 月期 16,987 2.4 1,946 15.8 2,026 18.3 

 

  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
自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益利率

売上高 
経常利益率

  百万円 ％ 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

18 年 6月期 1,336 13.9 29 09 29 06 11.2 12.2 13.4 

17 年 6 月期 1,174 23.3 24 52 24 52 10.0 11.8 11.9 

（注）①持分法投資損益   18 年 6 月期 －百万円 17 年 6 月期 -百万円 

      ②期中平均株式数（連結）18 年 6 月期 45,961,376 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、対前期増減率 

 

(2)連結財政状態 

  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 6 月期  21,634  12,190   56.4 264 94 

17 年 6 月期  17,102  11,751   68.7  254 74 

(注)期末発行済株式数（連結） 18 年 6 月期 46,202,410 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

18 年 6月期  1,331   △ 1,008    △ 513  2,707 

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  ３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）  １社 （除外）  -社    持分法（新規）  -社  （除外）  -社 

 

２． １９年６月期の連結業績予想（平成１８年７月１日～平成１９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  

中 間 期 9,416 1,072 860 

通   期 18,642 2,395 1,616 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    35 円 15 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。 
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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機器設備および事

務用機器類の仲介リースと割賦の事業を営んでおります。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。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 

セキュリティ 

機器関連事業 

デジタル映像セキュリティシス

テム機器の開発・製造および販

売 

当社 

ブランステクノロジーインク 

カード機器及びその他事

務用機器関連事業 

カード機器（病院向けカードシ

ステム、金融向けカードシステ

ム）及びその他事務用機器の開

発・製造および販売 

当社 

株式会社プロメック 
 

保守サービス関連事業 

セキュリティ機器、カード機器

及びその他事務用機器の保守サ

ービス 

当社 

遊戯施設用機器関連事業 遊戯施設用機器の販売 
当社 

株式会社ビーエム総合リース 

リース・割賦及びその他関

連事業 
リースの仲介業務及び割賦 株式会社ビーエム総合リース 

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。 
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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． 中長期的な経営戦略 
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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３．経営成績及び財政状態 

１． 当期の業績の概況 
当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影響が懸念

されたものの、好調な企業収益を背景とした民間設備投資の増加や個人消費の増加が見

られ、また、日銀による量的金融緩和政策の解除をはじめ、長期化するデフレ状況にも

改善の動きが見られるなど、緩やかな景気回復基調が続きました。 
このような事業環境のなか、当社グループは社会環境のニーズにこたえ、セキュリテ

ィシステム事業を軸に販路を拡大する為、各分野の事業体との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１７６億７９百万円（前年同期比 ４．１％増）

となりました。また、利益面におきましては、経常利益は２３億６５百万円（前年同期

比１６．７％増）、当期利益は１３億３６百万円（前年同期比１３．９％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。 

 
（セキュリティ機器関連事業） 
  デジタルセキュリティシステムにつきましては保守サービスをセットにしたマンシ

ョンへのレンタルパッケージシステムが引き続き好調に伸びており、その他、金融業、

オフィスビル、ガソリンスタンド、小中学校、遊戯施設等多方面への導入が好調に推移

し、売上高５４億７９百万円（前年同期比２４．６％増）となりました。 
（カード機器及びその他事務用関連機器事業） 
  病院向けのカードシステムは売上高１７億１８百万円（前年同期比４．５％増）と好

調に推移いたしましたが、金融向けカードシステムにおいては金融業の IC カード化の
遅れにより導入が次期にずれ込む結果となりました。また、事務機関連事業に含まれま

すメーリングシステムに関しましてはセキュリティシステムへの事業絞込みのために

東京首都圏のメーリング事業をメーカーであります米国ピツニーボウズ社の子会社ピ

ツニーボウズジャパンへ売却いたしました。この結果、カード機器及びその他事務用関

連機器事業の売上高は４２億９５百万円（前年同期比８．９％減）となりました。 
（保守サービス関連事業） 
  当社の基盤を支えております、保守サービスは安定して推移しており、売上高３４億

６百万円（前年同期比３．５％増）となりました。
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（遊戯施設用機器関連事業） 
  遊戯用機器ならびに遊戯施設向けの音響、照明設備に関しましては、薄利ながらも安

定した業績を示し、売上高４３億１８百万円（前年同期比２．５％減）となりました。 
（リース・割賦及びその他関連事業） 
  リース、割賦事業は安定した業績で売上高１億７９百万円（前年同期比１８．２％増）

となりました。 
 

 
２． 財政状態 
    当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

前当期純利益が２３億８８百万円が,売上債権及び仕入債務の増加により当連結会計期
末は２７億７百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりで

あります。 
（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１３億３１百万円（前年同期比１０．９％減）となり

ました。これは、主に売上債権、仕入債務及び前受金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） 
投資活動の結果使用した資金は１０億８百万円 (前年同期比１２．２％減）となりま
した。これは、主に投資有価証券の取得によるものです。 
（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５億１３百万円 (前年同期比５７．１％増)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． 次期の見通し 
 
国内景気の先行きは、企業収益の改善を背景として引き続き緩やかな回復基調が続くものと期待

されますが、原油価格の高騰によるコスト増加や金利上昇懸念による企業収益の悪化、社会保険料

負担の増加や減税の縮小による個人消費の抑制等、先行きに対する不安定要因もあり、厳しい状況

が続くものと予想されますが、当社グループでは、相乗効果を得られる業務提携を積極的に進め、

販路拡大および新規事業の展開に注力し、営業体制の強化、整備に努めてまいります。 
 
   セキュリティ機器関連事業 
    近年、セキュリティシステムのニーズは幅広い業態に拡大しております。 
    こうした中、当社はさらに業務提携を進め、他業種の顧客層へセキュリティシステムの導入を推

進してまいります。また、業務提携先との協力体制を強化しトータルセキュリティシステムの提案

により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。 
 
   カード機器及びその他事務用機器関連事業 
    本格的な金融 ICカード化により各種の提携カード等、金融カードの多様化がおこっております。

これにともない規制緩和によりコンビニ、スーパー流通等での銀行代理業務としてカードの即時発

行ニーズが増しており、当社は金融業向け IC カード即時発行機にくわえて流通業向けに各種提携
カード対応の即時カード発行機を開発し導入を推進してまいります。 

 
以上の計画から、次期の連結業績見通しにつきましては、以下のとおりであります。 

 
  （連結業績見通し） 

売 上 高 186億 42百万円 （前年同期比 ５．４％増） 
 
営 業 利 益 23億 50百万円 （前年同期比 ５．４％増 
 
経 常 利 益 23億 95百万円 （前年同期比 １．３％増） 
 
当期純利益 16億 16百万円 （前年同期比２０．９％増） 
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４． 事業等のリスク 

 
M＆Aについて 
 当社グループでは事業の拡大を図る手段として M＆A を経営の重要課題として位置づけており
ます。M＆Aを行う際は、国内外を問わず、その対象企業の財務内容や契約関係について綿密なデ
ューデリジェンスを行うことにより、買収によるリスクを極力回避することが必要と理解しており

ます。しかし、買収先企業が価値算定時に期待した利益を計上出来ない場合やM＆A時に検出でき
なかった偶発債務や未認識債務などが顕在化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。 
 
 
証券投資について 
 当社グループでは業務提携を目的に先方企業の株式取得を行っておりますが、株式市場の変化や

対象企業を取り巻く事業環境の変化により、株価の変動がおこり、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 
 
 
為替リスクについて 
 当社グループではセキュリティシステム機器及び大型カード発行機を海外のメーカーより独占

販売契約としてドル建で輸入供給を受けておりますが、為替市場の変化により、各機器の原価増と

なり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
 
 
特定事業の偏重について 
 当社グループではセキュリティシステム事業による営業利益の割合が４０％を超えております

が、取り巻く環境の変化により、価格競争が激しくなった場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 
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１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,790,061  2,713,857 

２ 受取手形及び売掛金  4,109,491  8,559,440 

３ たな卸資産  1,733,962  1,777,273 

４ 繰延税金資産  124,669  161,117 

５ その他  129,058  149,660 

貸倒引当金  △30,005  △33,327 

流動資産合計  8,857,237 51.8  13,328,022 61.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※２ 401,684 399,380  

減価償却累計額  149,998 251,685 163,101 236,279 

(2）機械装置及び運搬具  9,600 9,600  

減価償却累計額  9,050 549 9,076 523 

(3）工具、器具及び備品  461,827 498,164  

減価償却累計額  343,577 118,250 392,193 105,970 

(4）土地 ※２ 978,085  978,085 

有形固定資産合計  1,348,571 7.9  1,320,859 6.1

２ 無形固定資産    

(1) のれん  －  421,573 

(2）営業権  103,333  － 

(3）連結調整勘定  288,735  － 

(4）特許権  80,208  67,708 

(5）ソフトウェア  5,714  11,410 

(6）その他  19,614  19,614 

無形固定資産合計  497,606 2.9  520,306 2.4 
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％）

３ 投資その他の資産    

(1) 関係会社株式 ※１ －  20,000 

(2）投資有価証券  5,275,878  5,219,536 

(3）長期貸付金  535,131  447,407 

(4）繰延税金資産  19,412  209,620 

(5）敷金保証金  109,773  134,324 

(6) 長期性預金  300,000  600,000 

(7)その他  209,337  91,056 

貸倒引当金  △50,063  △256,732 

投資その他の資産合計  6,399,469 37.4  6,465,213 29.9

固定資産合計  8,245,646 48.2  8,306,379 38.4

資産合計  17,102,884 100.0  21,634,402 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  2,221,639  5,320,163 

２ 短期借入金 ※２ 260,000  445,000 

３ 未払金  494,959  611,494 

４ 未払法人税等  766,231  704,848 

５ 前受金  226,112  174,394 

６ 賞与引当金  40,285  44,181 

７ その他  146,918  327,229 

流動負債合計  4,156,147 24.3  7,627,311 35.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 445,000  100,000 

２ 退職給付引当金  455,087  507,663 

３ 繰延税金負債  272,408  － 

４ 長期前受収益  －  1,191,542 

５  その他  23,230  17,430 

固定負債合計  1,195,726 7.0  1,816,636 8.4

負債合計  5,351,873 31.3  9,443,947 43.7 
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前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 2,980,112 17.4  － －

Ⅱ 資本剰余金  2,960,012 17.3  － －

Ⅲ 利益剰余金  5,291,668 30.9  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 655,511 3.8  － －

Ⅴ 自己株式 ※５ △136,295 △0.7  － －

資本合計  11,751,010 68.7  － －

負債及び資本合計  17,102,884 100.0  － －

    

 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本    

１．資本金 ※４  － －  2,984,287

２．資本剰余金   － －  2,977,321

３．利益剰余金   － －  6,163,106

４．自己株式 ※５  － －  △97,745

  株主資本合計   － －  12,026,970 55.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額
金 

  － －  145,434

２．繰延ヘッジ損益   － －  16,588

３．為替換算調整勘定   － －  1,420

  評価・換算差額等合計   － －  163,443 0.7

Ⅲ 少数株主持分   － －  40

純資産合計   － －  12,190,454 56.3

負債純資産合計   － －  21,634,402 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18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
（％）

Ⅰ 売上高  16,987,649 100.0  17,679,894 100.0

Ⅱ 売上原価  11,873,562 69.9  12,195,716 69.0

売上総利益  5,114,087 30.1  5,484,178 31.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１ 役員報酬  120,300 106,150  

２ 給与及び手当  1,204,419 1,218,183  

３ 役員賞与  ― 49,000  

４ 賞与  293,066 358,794  

５ 賞与引当金繰入額  29,076 2,215  

６ 退職給付費用  163,672 55,307  

７ 減価償却費  79,101 62,612  

８ 地代家賃  130,364 101,264  

９ のれん償却額  ― 69,209  

10 連結調整勘定償却額  18,628 ―  

11 その他  1,128,983 3,167,611 18.7 1,232,496 3,255,233 18.4

営業利益  1,946,475 11.4  2,228,945 12.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  12,302 14,229  

２ 受取配当金  11,674 16,949  

３ 為替差益  29,922 9,589  

４ 投資事業組合利益  28,590 106,123  

５ 家賃収入  13,786 15,877  

６ その他  14,254 110,532 0.7 8,580 171,350 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  10,295 10,803  

２ 財務関連諸費用  16,250 3,000  

３ その他  4,180 30,725 0.2 21,195 34,998 0.2

経常利益  2,026,282 11.9  2,365,296 13.4 
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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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18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
（％）

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  12,725 328,104  

２ 子会社株式売却益  228,671 ―  

３  貸倒引当金戻入益   ― 1,779  

４ その他   4,844 246,241 1.4 2,713 332,597 1.9

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ 1,057 ―  

２ 固定資産除却損 ※３ 3,446 529  

３ 在庫商品除却損  83,359 5,952  

４ 貸倒引当金繰入額  ― 202,540  

５ 出資金評価損  ― 65,000  

６ 和解金  ― 30,000  

７ その他  2 87,865 0.5 5,036 309,059 1.7

税金等調整前当期純利
益 

 2,184,657 12.8  2,388,835 13.6

法人税、住民税及び事業
税 

 1,059,457 1,216,881  

法人税等調整額  △48,917 1,010,539 5.9 △163,161 1,053,720 6.0

 少数株主利益  ―  1,728 

当期純利益  1,174,117 6.9  1,336,843 7.6
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③【連結剰余金計算書】 

  
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） 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）  

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,902,997   

１ 資本準備金期首残高      

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  57,015 57,015   

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,960,012   

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,542,296   

１ 連結剰余金期首残高      

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 当期純利益  1,174,117 1,174,117   

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  365,745    

２ 役員賞与  59,000 424,745   

Ⅳ 利益剰余金期末残高   5,291,668   
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④【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）                   （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年6月30日残高 2,980,112 2,960,012 5,291,668 △136,295 11,095,498

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 4,175 4,164  8,339

剰余金の配当  △413,405  △413,405

役員賞与の支給  △52,000  △52,000

当期純利益  1,336,843  1,336,843

自己株式の処分  13,145 38,550 51,695

別途積立金の積立   

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
  

連結会計年度中の変動額合計 4,175 17,309 871,437 38,550 931,471

平成18年6月30日残高 2,984,287 2,977,321 6,163,106 △97,745 12,026,970

 

評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算調
整勘定 

評価・換算差額
等合計 

少数株主持
分 

純資産合計 

平成17年6月30日残高 655,511 655,511 11,751,010 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行  8,339 

剰余金の配当  △413,405 

役員賞与の支給  △52,000 

当期純利益  1,336,843 

自己株式の処分  51,695 

別途積立金の積立   

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△510,077 16,588 1,420 △492,068 40 △492,027 

連結会計年度中の変動額合計 △510,077 16,588 1,420 △492,068 40 439,443 

平成18年6月30日残高 145,434 16,588 1,420 163,443 40 12,190,454 
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⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  2,184,657 2,388,835 

減価償却費  87,616 68,014 

連結調整勘定償却  18,628 ― 

のれん償却  ― 69,209 

営業権償却  44,000 ― 

特許権償却  12,500 12,500 

出資金評価損  ― 65,000 

和解金  ― 30,000 

投資事業組合利益  △28,590 ― 

投資有価証券評価損  2 ― 

貸倒引当金の増加額  12,318 205,028 

賞与引当金の増（減）額  △3,300 3,895 

退職給付引当金の増加額  13,849 51,330 

受取利息及び受取配当金  △23,977 △31,178 

支払利息  10,295 10,803 

固定資産除却損  3,446 529 

固定資産売却損益（純額）  1,057 ― 

たな卸資産除却損  83,359 5,952 

投資有価証券売却損益（純額）  △12,725 △328,104 

子会社株式売却益  △228,671 ― 

売上債権の増加額  △268,724 △4,436,825 

たな卸資産の増（減）額  24,145 △1,127 

その他流動資産の増（減）額  14,412 △10,984 

仕入債務の増加額  243,539 3,091,466 

未払金の増加額  44,750 114,056 

前受金の増加額  11,883 1,139,824 

その他流動負債の増（減）額  △243 178,367 

その他の固定負債の増(減)額  △26,260 ― 

役員賞与の支払額  △59,000 △52,000 

    その他  ― △25,365 

小計  2,158,967 2,549,227  
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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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取
額 

 22,004 23,262 

利息の支払額  △10,257 △10,803 

法人税等の支払額  △677,751 △1,230,658 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,492,964 1,331,027 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による
支出 

 △16,009 △6,244 

定期預金の払戻による
収入 

 20,605 16,009 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △2,804,009 △2,070,593 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 212,815 1,614,816 

子会社株式の売却によ
る収入 

 1,564,202 ― 

関係会社株式取得によ
る支出 

 ― △134,032 

非連結子会社設立によ
る支出 

 ― △20,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △9,226 △27,620 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 ― △9,483 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 600 303 

貸付金の貸付による支
出 

 △152,622 △80,481 

貸付金の返済による収
入 

 62,649 2,389 

その他投資の増加額  △27,012 △293,076 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,148,006 △1,008,013 
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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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

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 

 △118,700 △360,000 

新株式の発行による収
入 

 ― 8,339 

自己株式の取得による
支出 

 △10,953 ― 

自己株式の売却による
収入 

 168,553 51,695 

親会社による配当金の
支払額 

 △365,745 △413,405 

 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △326,845 △513,371 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る為替差額 

 ― 1,420 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加減少額 

 18,111 △188,936 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,755,940 2,774,052 

Ⅶ 子会社の新規連結による
現金及び現金等同等物増 
加額 

 ― 122,497 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 2,774,052 2,707,613 
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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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18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。 

(1）連結子会社の数      ３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 

 Brans Technologies Inc.  

Brans Technologies Inc.につい 

ては、重要性が増加したことにより、

当連結会計年度から連結の範囲に含

めることといたしました。 

   

 (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・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     １社 

非連結子会社の名称 

株式会社ディーマテリアル 

  

 （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。 

（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、いずれも連結

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 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 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。 

 連結子会社のBrans Technologies Inc.

の決算日は12月31日であります。 

連結計算書類の作成に当たっては、4月30

日現在で実施した仮決算に基づく計算書

類を使用しております。  
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項目 
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18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 

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） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 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 

 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）原材料 

 移動平均法による原価法 

(ロ）原材料 

同左 

 (ハ）仕掛品 

 個別法による原価法 

(ハ）仕掛品 

同左 

  ハ デリバティブ 

     時価法 

(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。 

 建物及び構築物    17～50年 

 工具、器具及び備品  ５～６年 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

 定額法 

 なお、ソフトウェアは以下によってお

ります。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 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 

①     ───── 

 

 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 

(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 
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項目 
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 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 

 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。 

 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 

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、連結子会社については、

簡便法を採用しております。 

 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。 

   

   

(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。 

同左 

(5）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 

 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 ヘッジ手段… 

同左 

 ヘッジ対象… 

 商品輸入による外貨建買入債務 

ヘッジ対象… 

同左 

 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…同左 

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 

同左 

 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 
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項目 
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

(6）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 

(7）その他連結財務諸表作

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 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

─────  のれんは5年又は20年の均等償却を行っ

ております。 

７ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については20年間  

の均等償却を行っております。 

───── 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分については連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

───── 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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 
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(会計処理方法の変更） 

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 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「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。 

 ──────  （役員賞与に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「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

び税金等調整前当期純利益が、49,000千円減少しておりま

す。 

 ──────  （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

 当連結会計年度から「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

12,173,865千円であります。 
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（表示方法の変更） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

  「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律

第97号）が平成16年12月1日より施行となること及び「金融

商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）

が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計

年度から投資事業有限責任組合への出資金を投資有価証券

として表示する方法に変更しました。 

 なお、当連結会計年度の投資有価証券に含まれる当該出

資の額は、144,105千円であります。 

 

───── 

 

（追加情報） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 「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。 

  

 ─────  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



 

 
 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

 
その他（出資金） 7,483千円

  

 
関係会社株式     20,000千円

  
※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 33,555千円

土地 553,593千円

 587,148千円

  

 
建物及び構築物     40,246千円

土地    553,593千円

    593,839千円

  
 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345,000 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

445,000千円、長期借入金100,000千円の担保に供して

おります。 

 ３ 保証債務  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。 

 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（23名）  19,716千円

  

 
保証先  保証金額 

従業員（22名）        17,370千円

  
※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式46,189,910株で

あります。 

※４        ───── 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式264,860

株であります。 

※５        ───── 
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（連結損益計算書関係） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 

93,079千円       79,467千円

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２        ───── 

 
建物及び構築物 74千円

土地 982千円

        合  計 1,057千円

  

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 
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

  

 
建物及び構築物   414千円

 
工具、器具及び備品      115千円

        合  計      529千円

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※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 

※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17年６月30日） （平成18年６月30日）

 
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

  

 
現金及び預金勘定 2,713,857千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
   △6,244千円

現金及び現金同等物 2,707,613千円

 
２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

  株式の売却により株式会社正晃が連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

に株式会社正晃の売却価額と売却による収入は次のと

おりであります。 

 ───── 

 
流動資産 1,105,855千円

固定資産 713,661千円

流動負債 △424,146千円

固定負債 △24,041千円

株式売却益 228,671千円

㈱正晃株式の売却価額 1,600,000千円

㈱正晃現金及び現金同等物 △35,797千円

差引：売却による収入 1,564,202千円
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
（１） 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度

末株式数（株） 
当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度

末株式数（株） 
普通株式 46,189,910 12,500 ― 46,202,410 

（注）増加は新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。 
 
（２） 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度

末株式数（株） 
当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度

末株式数（株） 
普通株式 264,860 ― 75,000 189,860 

（注）減少は新株予約権（ストックオプション）の行使での移転によるものであります。 
 
（３） 配当に関する事項 
① 配当金支払額 
（イ）平成 17年 9月 21日開催の第 56回定時株主総会決議による配当に関する事項 
配当金の総額         189,700千円 
一株当たり配当額           ４円 
基準日         平成 17年 6月 30日  
効力発生日       平成 17年 9月 22日 

  （ロ）平成 18年 2月 14日開催の取締役会決議による配当に関する事項 
 配当金の総額         229,705千円 
一株当たり配当額           ５円 
基準日         平成 17年 12月 31日  
効力発生日       平成 18年 3月 20日 

  ②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度になるもの 
    平成 18年 9月 27日開催の第 57回定時株主総会決議による配当に関する事項 

 配当金の総額         230,062千円 
一株当たり配当額           ５円 
基準日         平成 18年 6月 30日  
効力発生日       平成 18年 9月 28日 
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（リース取引関係） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

１．借主側 １．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） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具及
び備品 

55,467 29,907 25,560

ソフトウェア 96,705 79,056 17,649

合計 152,173 108,964 43,209

  

 

 
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）

工具、器具及
び備品 

44,785 30,548 14,236

ソフトウェア 26,018 22,191 3,827

合計 70,804 52,740 18,064

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

 
１年内 600,180千円

１年超 833,774千円

合計 1,433,955千円

  

 
１年内      302,953千円

１年超      403,187千円

合計      706,140千円

  
(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 

 
支払リース料 33,357千円

減価償却費相当額 29,437千円

支払利息相当額 2,518千円

  

 
支払リース料       16,743千円

減価償却費相当額       14,563千円

支払利息相当額      1,278千円

  
(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 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

 

２．貸主側 ２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 598,472千円

１年超 815,704千円

合計 1,414,177千円

  

 
１年内 320,955千円

１年超 440,518千円

合計 761,474千円

  
（注） 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未

経過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条

件で第三者にリースしているのでほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相

当額に含まれております。 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 （減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

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） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

    種  類 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 1,223,307 2,430,069 1,206,761 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 133,590 144,105 10,515 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

小計 1,356,897 2,574,174 1,217,276 

(1）株式 1,076,841 961,265 △115,576 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

小計 1,076,841 961,265 △115,576 

合計 2,433,739 3,535,440 1,101,700 

 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

212,815 12,725 ― 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前連結会計期間末（平成17年６月30日） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場外国債券 1,740,038 

非上場株式       400 
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当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

    種  類 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 1,650,131 1,950,388 300,256 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

小計 1,650,131 1,950,388 300,256 

(1)株式 1,137,458 754,900 △382,558 

(2）債券    

①国債・地方債等 ― ― ― 

②社債 ― ― ― 

③その他 ― ― ― 

(3)その他 ― ― ― 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

小計 1,137,458 754,900 △382,558 

合計 2,787,589 2,705,288 △82,302 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

1,614,816 328,104 ― 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 当連結会計期間末（平成18年６月30日） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)その他有価証券  

非上場外国株式  772,027 

非上場外国債券 1,210,000 

非上場株式 146,400 

投資信託  385,819 
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（デリバティブ取引関係） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

 当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利スワ

ップ取引であります。 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 当社グループのデリバティブ取引は、将来の為替・

金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機

的な取引は行わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 当社グループのデリバティブ取引は、通貨関連では

外貨建債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で、また金利関連では借入金の支払

金利を軽減する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

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。 

 

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 

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…借入金 

 

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。 

 

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。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 
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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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

(5）取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスクの管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 該当はありません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

２ 取引の時価等に関する事項 

 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、該当ありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

同左 
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（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

提出会社である株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスは、昭和39年１月より本給部分に対する退職金制度の全

部を適格退職年金制度へ移行しました。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

(1）退職給付債務（千円） △1,650,611 △1,743,873 

(2）年金資産（千円） 881,157 1,060,265 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △769,453 △683,608 

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 314,365 175,944 

(5）連結貸借対照表計上額純額（千円） 

(3)＋(4) 
△455,087 △507,663 

(6）退職給付引当金（千円） △455,087 △507,663 

 （注） 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

(1）勤務費用（千円） 118,202 119,428 

(2）利息費用（千円） 32,314 31,950 

(3）期待運用収益（減算）（千円） 17,905 26,101 

(4）数理計算上の差異と費用処理額（千円） 38,967 39,738 

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

(1）割引率 2.0％    2.0％ 

(2）期待運用収益率 2.0％    3.0％ 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4）数理計算上の差異の処理年数  10～12年    10～12年 

 

（発生時の従業員の平均残存勤

務期間による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理する

こととしております。） 

（発生時の従業員の平均残存勤

務期間による定額法により、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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  （ストック・オプション等関係） 
  当連結会計年度（平成 17年７月１日から 平成 18年 6月 30日） 
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
（1）ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 
付与日 平成 15年 10月 17日 平成 16年 10月 14日 平成 17年 10月 13日

付与対象者の区分別人数 
当社の取締役  5名
当社の監査役  1名
当社の従業員 107名

当社の取締役  5名
当社の監査役  1名
当社の従業員  89名

当社の取締役  3名
当社の監査役  1名
当社の従業員 140名

株式の種類及び付与数(株) 
                  

普通株式    287,500
      （注）1 

普通株式   207,000
（注）1 

普通株式     420,000
     （注）1 

 対象勤務期間 （注）2 （注）2 （注）2 

権利行使期間 
平成 15年 11月１日～
平成 18年 10月 31日

平成16年11月１日～
平成 19年 10月 31日

平成 17年 11月１日～
平成 20年 10月 31日

権利行使条件 （注）3 （注）3 （注）3 
（注）1株式数に換算して記載しております。 
   2勤務対象期間の定めはありません。 
   3①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、 

 従業員であること。 
    ②新株予約権の質入、権利譲渡等その他一切の処分は認めない。 
    ③その他の条件については定時株主総会決議に基づき、当社と付与対象者との 

間で締結する契約に定めるところによる。 
 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・ 
オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
 
① ストック・オプションの数 

  会社名 提出会社 
付与日（取締役会決議日） 平成 15年 10月 17日 平成 16年 10月 14日 平成 17年 10月 11日 
権利確定後 (株) 
前連結会計年度末 268,000 170,000 ―

  権利確定 ― ― 420,000
  権利行使 ― 66,000 18,500
  失効 28,000 8,000 13,000
  未行使残 240,000 96,000 388,500
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② 単価情報 

  会社名 提出会社 
付与日（取締役会決議日） 平成 15年 10月 17日 平成 16年 10月 14日 平成 17年 10月 13日
権利行使価格(円) 1,075 649 800
権利行使時の平均株価 ― ― ―
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産の主な原因別の内訳 １ 繰延税金資産の主な原因別の内訳 

 
繰延税金資産（流動）  

未払事業税 56,279千円

賞与引当金 16,338千円

子会社の繰越損失 13,850千円

未実現利益 36,688千円

その他 1,513千円

繰延税金資産 124,669千円

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金 8,721千円

退職給付引当金 180,458千円

その他 4,012千円

       計 193,192千円

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △446,188千円

繰延税金負債（固定）の純額 △252,996千円

  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 57,748千円

賞与引当金 20,521千円

子会社の繰越損失 4,056千円

未実現利益 29,371千円

たな卸資産評価減 17,082千円

為替ヘッジ（短期） 12,900千円

損害賠償金 12,150千円

その他 7,285千円

繰延税金資産 161,117千円

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金 4,860千円

退職給付引当金 204,029千円

長期貸付金 82,029千円

出資金 26,325千円

その他 15,562千円

       計 332,805千円

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △98,993千円

為替ヘッジ（長期） △24,192千円

       計 △123,185千円

繰延税金資産（固定）の純額 209,620千円

  
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 

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 

 
 法定実効税率 

   （調整） 

40.5%

連結子会社株式売却益 3.4%

連結調製勘定の償却額 0.3%

住民税均等割額 1.9%

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 

0.3%

その他 △0.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
46.3%

 
  

 
 法定実効税率 

   （調整） 

40.5%

外形標準課税 0.9%

連結調整勘定の償却額 0.4%

住民税均等割額 0.9%

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 

1.2%

その他 0.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
44.1%
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30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。 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

前連結会計期間のセグメント情報は、事務用機器関連事業の売上高が、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したが、当連結会計期間より事業の実態を

反映した、より適正なセグメントとすべく５区分に変更しております。 

なお、前連結会計期間のセグメント情報を、当連結会計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次の

ようになります。 

 

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） 

 
セキュリテ
ィ事業機器
（千円）

カード・そ
の他事務
用機器 
（千円） 

保守サービ
ス事業 
（千円）

遊技施設用
機器事業
（千円）

リース・割賦
その他 事
業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円）

売上高    

(1）
外部顧客に対す

る売上高 
4,398,833 4,715,234 3,291,560 4,430,030 151,992 16,987,649 － 16,987,649

(2）
セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － － － － － － －

計 4,398,833 4,715,234 3,291,560 4,430,030 151,992 16,987,649 － 16,987,649

営業費用 3,637,848 4,287,898 2,656,470 4,426,686 32,271 15,041,173 － 15,041,173

営業利益 760,985 427,336 635,090 3,344 119,721 1,946,476 － 1,946,476

 

当連結会計年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

 
セキュリテ
ィ事業機器
（千円）

カード・そ
の他事務
用機器 
（千円） 

保守サービ
ス事業 
（千円）

遊技施設用
機器事業
（千円）

リース・割賦
その他 事
業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円）

売上高    

(1）
外部顧客に対す

る売上高 
5,479,941 4,295,352 3,406,765 4,318,256 179,580 17,679,894 － 17,679,895

(2）
セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － － － － － － －

計 5,479,941 4,295,352 3,406,765 4,318,256 179,580 17,679,894 － 17,679,895

営業費用 4,424,211 3,907,951 2,768,318 4,312,470 37,999 15,450,949 － 15,450,949

営業利益 1,055,730 387,401 638,447 5,786 141,581 2,228,945 － 2,228,945
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 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は商品及び製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品及び製品 

事業区分 主要商品及び製品 

セキュリティ機器関連事業  デジタル監視システム機器 

カード機器及びその他事務

用機器関連事業 

 カード発行システム機器、メーリングシステム機器、鉄骨ＣＡＤシステム、

その他事務用機器 

保守サービス関連事業  保守サービス、消耗品 

遊技施設用機器関連事業  遊技設備、放送設備等の付帯設備 

リース・割賦及びその他 

関連事業 
 リース・割賦仲介業、貸金業 

 

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） 

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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 本邦以外の国々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。 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全ゼグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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。 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18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。 

【関連当事者との取引】 

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） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 
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

  

 
１株当たり純資産額     264.94円

１株当たり当期純利益金額      29.09円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      29.06円

  
 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,174,117 1,336,843 

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） (－) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,122,117 1,336,843 

期中平均株式数（千株） 45,759 45,961 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（千株） 12 40 

（うち新株予約権） (－) (－) 

（うちストックオプション） （12） (40) 

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（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） 

平成15年9月26日定時株主総会決

議新株予約権（240千株） 
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（重要な後発事象） 

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 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 該当ありません。  （メーリング事業の一部営業譲渡する件） 

（１）譲渡の概要 

   当社は、平成18年5月8日開催の取締役会において、

東京首都圏のメーリング事業の一部をピツニーボウズ

ジャパン株式会社に営業譲渡することを決議し、同日、

営業譲渡契約を締結しました。 

（２）譲渡の理由 

   長年にわたるメーリング事業のビジネスパートナー

であり、製品の供給元でもあるピツニーボウズジャパ

ン株式会社に譲渡する事により、他の事業に一層注力

し、拡大を図るためです。 

（３）営業の譲渡先 

   ①名称 ピツニーボウズジャパン株式会社 

   ②本店所在地 東京都品川区戸越１－７－１ 

（４）譲渡する事業の内容、規模 

    ①事業の内容 郵便発送業務に関わる紙折り、封  

入、封緘、切手貼り付け等を自動で行う、メー  

リングシステム機器の販売および保守サービス  

業。 

    ②東京首都圏のメーリング事業の売上高 

     平成18年6月期      786百万円 

（５）譲渡予定の資産 

   棚卸資産  75百万円 

（６）営業の譲渡日 平成18年7月3日 

（７）譲渡価格 

   ９００万米ドル 
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