
平成１８年６月期  個別財務諸表の概要 平成 18 年 8月 25 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 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 佐々木 秀吉 

問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 唐崎 英明 TEL(03)3249－6333 

決算取締役会開催日  平成１８年８月２５日  配当支払開始予定日   平成１８年９月２８日 
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１．１８年６月期の業績（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

(1)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 17,532  6.7 2,121 14.0 2,267 16.6 

17 年 6 月期 16,431  13.4 1,861 21.2 1,945 14.2 

 

  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 1,313 △ 0.5 28 58 28 56 11.1 14.6 12.9 

17 年 6 月期 1,320 30.4 27 73 27 72 11.3 12.5 11.8 

(注)①期中平均株式数 18 年 6 月期 45,961,376 株 17 年 6 月期 45,759,800 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 6 月期 15,536 12,071 77.7 262    36 

17 年 6 月期 15,560 11,656 74.9 252    69 

(注)①期末発行済株式数 18 年 6 月期 46,202,410 株 17 年 6 月期 46,189,910 株 

  ②期末自己株式数  18 年 6 月期 189,860 株 17 年 6 月期 264,860 株 

    

２．１９年６月期の業績予想（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  8,410 1,020   810 

通   期 18,250 2,280 1,530 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    33 円 28 銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり年間配当金 

 中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

純資産 

配当率 

  円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17 年 6月期 4 00 4 00 8 00 366 28.8 3.2 

18 年 6 月期 5 00 5 00 10 00 459 35.0 3.8 

19 年 6 月期（予想） 6 00 6 00 12 00    

※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。 
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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  2,254,116  2,073,265 

２ 受取手形  945,700  946,152 

３ 売掛金 ※４ 2,824,231  2,447,536 

４ 商品  1,229,382  1,286,169 

５ 保守材料  367,164  374,311 

６ 前払費用  92,447  68,546 

７ 繰延税金資産  70,059  121,871 

８ 関係会社短期貸付金  －  33,033 

９ その他  43,235  75,874 

貸倒引当金  △17,000  △18,000 

流動資産合計  7,809,336 50.2  7,408,762 47.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1）建物  274,081 271,777  

減価償却累計額  65,274 208,807 75,744 196,033 

(2）車両運搬具  1,909 1,909  

減価償却累計額  1,813 95 1,813 95 

(3）工具、器具及び備品  405,222 428,582  

減価償却累計額  292,479 112,742 337,218 91,364 

(4）土地  424,492  424,492 

有形固定資産合計  746,137 4.8  711,985 4.6

２ 無形固定資産    

(1) のれん  －  59,333 

(2) 営業権  103,333  － 

(3) 特許権  80,208  67,708 

(4）ソフトウェア  5,297  11,410 

(5）電話加入権  19,393  19,393 

無形固定資産合計  208,233 1.3  157,845 1.0 
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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）投資有価証券  5,275,878  5,219,536 

(2）関係会社株式  467,483  721,515 

(3）出資金  65,020  20 

(4）長期貸付金  414,525  412,698 

(5）関係会社長期貸付金  120,605  203,152 

(6）破産更生債権等  28,055  22,653 

(7）長期前払費用  35,442  771 

(8）繰延税金資産  －  178,427 

(9）敷金保証金  109,673  106,114 

(10) 長期性預金  300,000  600,000 

(11）その他  11,228  18,499 

貸倒引当金  △31,609  △225,194 

投資その他の資産合計  6,796,302 43.7  7,258,194 46.7

固定資産合計  7,750,673 49.8  8,128,024 52.3

資産合計  15,560,009 100.0  15,536,787 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  1,599,980  1,222,417 

２ 未払金  471,266  583,307 

３ 未払費用  5,194  9,628 

４ 未払法人税等  723,000  659,000 

５ 未払消費税等  44,839  66,367 

６ 前受金  226,008  163,214 

７ 預り金  89,752  98,911 

８ 賞与引当金  38,000  41,500 

９ その他  2,014  1,386 

流動負債合計  3,200,056 20.6  2,845,733 18.3 
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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
（％）

Ⅱ 固定負債    

１  長期繰延税金負債  272,408  － 

２  退職給付引当金  413,145  462,382 

３ 長期前受金  －  139,399 

４ その他  17,430  17,430 

固定負債合計  702,984 4.5  619,211 4.0

負債合計  3,903,040 25.1  3,464,945 22.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 2,980,112 19.2  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,763,173 －  

２ その他資本剰余金    

自己株式処分差益  196,839 －  

資本剰余金合計  2,960,012 19.0  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  86,000 －  

２ 任意積立金    

別途積立金  3,900,000 －  

３ 当期未処分利益  1,211,627 －  

利益剰余金合計  5,197,627 33.4  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 655,511 4.2  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △136,295 △0.9  － －

資本合計  11,656,969 74.9  － －

負債・資本合計  15,560,009 100.0  － －
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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   － －  2,984,287 19.2

２．資本剰余金        
(1）資本準備金  －   2,767,337   
(2）その他資本剰余金  －   209,984   
資本剰余金合計    － －  2,977,321 19.2

３．利益剰余金        
(1）利益準備金  －   86,000   
(2）その他利益剰余金        
別途積立金  －   4,800,000   
繰越利益剰余金  －   1,159,954   
利益剰余金合計    － －  6,045,954 38.9

４．自己株式   － －  △97,745 △0.6

株主資本合計    － －  11,909,818 76.7

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

評価・換算差額等合計    － －  162,023 1.0

純資産合計    － －  12,071,842 77.7

負債純資産合計    － －  15,536,787 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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    

１ 商品売上高 ※１ 13,986,215 14,884,051  

２ 保守サービス売上高  2,445,005 16,431,220 100.0 2,648,625 17,532,676 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 商品売上原価    

(1）商品期首たな卸高  1,273,832 1,229,382  

(2）当期商品仕入高  10,166,890 10,789,751  

合計  11,440,722 12,019,133  

(3）商品期末たな卸高  1,229,382 1,286,169  

商品売上原価  10,211,339 10,732,964  

２ 保守サービス原価  1,394,938 11,606,278 70.6 1,698,440 12,431,404 70.9

売上総利益  4,824,942 29.4  5,101,271 29.1 
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前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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
（％）

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 運賃  25,738 27,835  

２ 広告宣伝費  25,543 30,143  

３ 役員報酬  110,100 95,950  

４ 給与及び手当  1,159,220 1,153,496  

５ 役員賞与  － 47,000  

６ 賞与  281,905 317,849  

７ 賞与引当金繰入額  28,301 28,967  

８ 法定福利費  200,564 210,788  

９ 福利厚生費  90,643 194,190  

10 のれん償却費  － 44,000  

11 営業権償却費  44,000 －  

12 研究開発費  20,053 7,993  

13 退職給付費用  162,983 54,014  

14 旅費交通費  115,555 116,472  

15 通信費  48,564 45,286  

16 消耗品費  16,700 14,689  

17 減価償却費  79,042 61,958  

18 租税公課  47,292 52,491  

19 地代家賃  130,364 101,184  

20 リース賃借料  86,894 75,514  

21 支払手数料  82,022 89,360  

22 その他  207,950 2,963,439 18.1 210,848 2,980,036 17.0

営業利益  1,861,502 11.3  2,121,234 12.1

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  12,252 16,089  

２ 受取配当金  11,672 16,949  

３ 為替差益  29,922 2,724  

４ 受取報奨金  1,701 1,208  

５ 投資事業組合利益  28,590 106,123  

６ 家賃収入  6,180 16,787  

７ その他  14,626 104,946 0.6 6,617 166,500 0.9
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前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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
（％）

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  286 135  

２ 財務関連諸費用  16,250 3,000  

３ 原状復帰費用  2,937 1,578  

４ その他  1,243 20,716 0.1 15,132 19,845 0.1

経常利益  1,945,732 11.8  2,267,890 12.9

Ⅵ 特別利益    

１ 子会社株式売却益  413,850 －  

２ 投資有価証券売却益  12,725 328,104  

３ 償却債権取立益  4,844 －  

４ 貸倒引当金戻入益  2,771 1,472  

５ その他  － 434,191 2.6 2,713 332,290 1.9

Ⅶ 特別損失    

１ 在庫商品除却損  83,359 －  

２ 固定資産除却損  ※２ 3,045 414  

３ 固定資産売却損  1,057 －  

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 87,464 0.5 4,697 302,653 1.7

税引前当期純利益  2,292,459 13.9  2,297,526 13.1

法人税、住民税及び事業
税 

 1,014,195 1,150,538  

法人税等調整額  △42,565 971,630 5.9 △166,745 983,793 5.6

当期純利益  1,320,829 8.0  1,313,732 7.5

前期繰越利益  73,630  － 

中間配当額  182,832  － 

当期未処分利益  1,211,627  － 
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保守サービス原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

１ 保守材料費      

保守材料期首たな卸高  384,655  367,164  

当期保守材料仕入高  149,523  188,174  

計  534,179  555,338  

保守材料期末たな卸高  367,164  374,311  

当期保守材料費  167,015 12.0 181,027 10.7 

２ 外注費      

当期外注費  212,378 15.2 300,662 17.7 

３ 労務費      

給料及び手当  524,615  626,090  

賞与  126,854  137,555  

賞与引当金繰入額  9,698  12,533  

退職給付費用  849  169  

法定福利費  72,663  87,474  

福利厚生費  35,060  42,199  

教育研修費  68  116  

当期労務費  769,810 55.2 906,139 53.3 

４ 経費      

運賃  18,747  16,384  

旅費交通費  36,620  54,966  

通信費  19,552  22,314  

消耗品費  6,819  7,359  

減価償却費  913  708  

租税公課  385  339  

地代家賃  86,921  103,370  

リース賃借料  27,392  37,755  

支払手数料  1,798  3,380  

その他  46,582  64,030  

当期経費  245,733 17.6 310,611 18.3 

当期保守サービス原価  1,394,938 100.0 1,698,440 100.0 

      

 （注） 原価計算の方法は、実際総合原価計算によっております。 
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③【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（平成17年９月21日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,211,627 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  183,700  

２ 役員賞与金  52,000  

３ 任意積立金    

別途積立金  900,000 1,135,700 

Ⅲ 次期繰越利益   75,927 

    

 （注） 日付は株主総会承認年月日であります。 
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④【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

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17年6月30日末残高 2,980,112 2,763,173 196,839 2,960,012 86,000 3,900,000 1,211,627 5,197,627 △136,295 11,001,457

事業年度中の変動額   

新株の発行 4,175 4,164 4,164   8,339

剰余金の配当   △413,405 △413,405 △413,405

役員賞与の支給   △52,000 △52,000 △52,000

当期純利益   1,313,732 1,313,732 1,313,732

自己株式の処分   13,145 13,145   38,550 51,695

別途積立金の積金   900,000 △900,000  

事業年度中の変動額合計 4,175 4,164 13,145 17,309 900,000 △51,672 848,327 38,550 908,361

平成18年6月30日末残高 2,984,287 2,767,337 209,984 2,977,321 86,000 4,800,000 1,159,954 6,045,954 △97,745 11,909,818

 

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
評価・換算差額等
合計 

純資産合計 

平成17年6月30日末残高 655,511 655,511 11,656,969

事業年度中の変動額     

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  1,313,732

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事業

年度中の変動額（純額） 
△510,077 16,588 △493,488 △493,488

事業年度中の変動額合計 △510,077 16,588 △493,488 414,872

平成18年6月30日末残高 145,434 16,588 162,023 12,071,842
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1)子会社株式 

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、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2）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 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

 (1) デリバティブ 
時価法 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 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 

(1)商品 

同左 

 (2）保守材料 

 移動平均法による原価法 

(2)保守材料 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物        26～50年 

 工具、器具及び備品 ５～６年 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2）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。 

(2)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 

５ 外貨建の資本及び負債の

本邦外貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

６ 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によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (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）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当会

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、各期の発生時に

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事業年度から費

用処理することとしております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1）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。 

(1)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

は振当処理を採用しております。  

 (2）へ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 

(2）へ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 

ｂ     ───── 

  

 (3）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おり

ます。 

(3）ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 (4）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）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。 

８ 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 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

(会計処理方法の変更) 

前事業年度 

（自 平成16年7月1日 

至 平成17年6月30日） 

当事業年度 

（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））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） 

 当事業年度から「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

び税引前当期純利益が、47,000千円減少しております。

 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 当事業年度から「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

12,055,253千円であります。 
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（表示方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（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ともない、当事業

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、当事業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。 

 

 ───── 

（損益計算書） 

 「原状復帰費用」は、前事業年度は、営業外費用の「そ

の他」に含めておりましたが、当事業年度は営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、当事業年度の「原状復帰費用」の金額は2,937千

円であります。 

 

───── 

  

 

 

 

（追加情報） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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、経常利益及び税引前当期純利益が31,739千円減

少しております。 

  ─────  
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 会社が発行する株式の総数 ※１ 

 
普通株式 183,320,000株

発行済株式の総数 普通株式 46,189,910株

  

  

 ２ 保証債務  ２ 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、関

係会社の商取引及び銀行借入等に対し、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、関

係会社の商取引及び銀行借入等に対し、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

㈱ビーエム総合リース  6,123,639千円

㈱プロメック  705,000千円

  

 
保証先  保証金額 

従業員（22名）        17,370千円

㈱ビーエム総合リース   5,913,386千円

㈱プロメック         545,000千円

   
※３ 自己株式の保有数  普通株式 264,860株

  

 
※３ 

  

  
※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

※４ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

 
売掛金 125,218千円

  

 
売掛金    179,010千円

  
 ５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は655,511千円

であります。 

 ５ 配当制限 

 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ ※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

   
関係会社への売上高 4,197,656千円

  
※２ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

 
工具、器具及び備品 2,814千円

  

 
建物及び構築物 414千円

  
 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項  

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式数

（株） 

当事業年度減少株式数

（株） 

当事業年度末株式数

（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。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１ 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 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）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 

52,677 28,465 24,211

ソフトウェア 96,705 79,056 17,649

合計 149,383 107,522 41,860

  

 

 
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 25,414千円

１年超 19,222千円

合計 44,636千円

  

 
１年内       10,294千円

１年超       9,047千円

合計       19,342千円

  
(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 32,747千円

減価償却費相当額 29,437千円

支払利息相当額 2,458千円

  

 
支払リース料       16,133千円

減価償却費相当額       14,563千円

支払利息相当額      1,237千円

  
(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 オペレーティング・リース取引 

 該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引 

同左 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 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（流動）  

未払事業税 52,476千円

賞与引当金 15,390千円

その他 2,192千円

計 70,059千円

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金 6,020千円

退職給付引当金 164,884千円

その他 2,875千円

計 173,780千円

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 △272,408千円

  

 
繰延税金資産（流動）  

未払事業税 53,151千円

賞与引当金 16,807千円

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 9,779千円

計 

繰延税金資産（固定） 

121,871千円

貸倒引当金 4,860千円

退職給付引当金 187,264千円

長期貸付金 82,029千円

出資金 26,325千円

その他 1,134千円

計 301,612千円

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 178,427千円

 

  
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 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

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 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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 252.69円

１株当たり当期純利益 27.73円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 27.72円

  

 
１株当たり純資産額     262.36円

１株当たり当期純利益      28.58円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      28.56円

  
 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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） 1,320,829 1,313,732 

 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） 1,268,829 1,313,732 

 期中平均株数（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 

（うち新株引受権） （－） （－） 

（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まれなか

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） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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 

 

 

 


