
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年３月期　決算短信 平成19年５月23日

上場会社名 株式会社ディーアンドエムホールディングス 上場取引所 東証一部

コード番号 6735 ＵＲＬ　http://www.dm-holdings.com/

代表者　　　　　（役職名）代表執行役CEO （氏名）株本　辰夫

問合せ先責任者　（役職名）執行役CFO （氏名）石橋　善一郎 ＴＥＬ　（044）670－1111

定時株主総会開催予定日 平成19年６月28日 配当支払開始予定日 平成19年６月29日

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月29日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 100,039 12.0 5,782 60.3 5,687 83.1 2,918 21.7

18年３月期 89,312 △2.6 3,606 286.9 3,106 211.2 2,397 292.3

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
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 32 89 31 92 10.5 8.0 5.8

18年３月期 27 23 26 58 9.2 4.9 4.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 △25百万円

(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

19年３月期 78,978 29,796 37.3  329   93

18年３月期 63,454 26,133 41.2  295   60

（参考）自己資本 19年３月期 29,497百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 2,777 △9,628 8,257 2,800

18年３月期 △2,855 3,061 △261 1,294

２．配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 期末 年間

円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

18年３月期  5   00  5   00 442 18.4 1.8

19年３月期  5   00   5   00 447 15.2 1.6

20年３月期(予想) － － － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

中間期 47,300 13.4 700 △38.1 500 △47.9 270 △29.7  3   02

通期 108,500 8.5 6,400 10.7 5,900 3.7 3,350 14.8  37   47
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 10社　 社名 ピーエスエスベルギーエヌブイ（子会社５社を含む）

株式会社マッキントッシュ・ジャパン

ディーアンドエムセールスアンドマーケティングコリアリミテッド

ディーアンドエムプレミアムサウンドソリューションエルエルシー

ディーアンドエムセールスアンドマーケティングタイワンリミテッド

除外 －社   

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、25ページ「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」をご参照下さい。 

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 89,507,514株 18年３月期 88,496,228株

②　期末自己株式数 19年３月期 104,535株 18年３月期 87,093株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、58ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

 （参考）個別業績の概要

 １.平成19年３月期の個別業績（平成18年４月1日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 57,710 2.9 2,421 － 2,602 － 1,736 △59.1

18年３月期 56,071 254.7 183 △62.4 46 △95.5 4,248 △483.5

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

円 銭 円 銭

19年３月期 19 57 18 99

18年３月期 48 25 47 10

(２）個別財政状態

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

19年３月期 59,901 24,207 40.2  269 　21

18年３月期 52,290 22,714 43.4  256   93

（参考）自己資本 19年３月期 24,068百万円 18年３月期 －百万円

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 　業績見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績見通し

とは異なる可能性があります。
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１．経営成績
（1）当期の概況

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の動向や金利上昇の影響が懸念されつつも、企業の好調な業績

を背景に設備投資の増加に加えて、雇用環境の改善が進みました。米国経済は個人消費や設備投資に支えられ、成長

は徐々に鈍化してきたものの堅調を維持し、また、欧州の企業業績は緩やかな回復基調を維持してきました。しかし

ながら、個人消費は底堅く推移したものの、オーディオ機器市場の低迷が続き利益の確保が難しい状況にありまし

た。

 このような厳しい経営環境にあったものの、連結売上高は前期比107億27百万円（12.0%）増加し、1,000億39百万円

(AV機器関連事業977億45百万円、デジタル・ネットワーク関連事業22億94百万円)となりました。

 営業利益は、前期比21億75百万円（60.3％）増加し、57億82百万円となりました。これはデノンの著しい収益性の

改善、ボストン・アコースティックの吸収統合と事業拡大、不採算事業のリオからの撤退、ディーアンドエム・プレ

ミアム・サウンド・ソリューションズ事業の買収により売上総利益・営業利益が改善したことによるものです。

 当期純利益につきましては、前期比５億20百万円（21.7％）増加し、29億18百万円となりました。この結果、潜在

株式調整後1株当たり当期純利益は前期比５円34銭増加し、31円92銭となりました。

【当期の主な成果と、今後の活動】

■ 新規チャネルの開拓と既存チャネルでのシェア拡大 

 当連結会計年度より米大手家電量販チェーン、サーキットシティで、デノンブランド製品とボストン・アコース

ティックスブランド製品のセット販売を開始し、全米約600店舗に展開いたしました。また、米家電量販トップの

ベストバイのホームシアター専門の店舗内ショップであるマグノリア・ホームシアターにおいても、前期100ヶ所

だった取扱い店を、当連結会計年度末までに300ヶ所まで拡大いたしました。これら米家電量販チャネルにおける

販路拡大が、当連結会計年度の売上成長に大きく貢献いたしました。今後は、米家電量販店チャネルでのプレゼン

ス拡大を継続する一方で、既存の主要な販売チャネルであるAV専門店及びカスタム・インストーラーの強化にも注

力いたします。また、米国においてマランツ営業組織がカスタム・インストーラー向けにマランツ製品とエシェン

ト製品及びスネル・アコースティックス製品を併せて販売する体制を構築し、商品提案力を強化いたしました。更

に、米国に比べて小さい欧州と日本のカスタム・インストーラー市場規模拡大を推進するなど、カスタム・インス

トーラー市場において更なる売上拡大を図ってまいります。

■ 機能／フィーチャーによって差別化した製品の提供

 団塊世代のピュアオーディオ回帰もあり、当社が得意とする高品位・高付加価値のオーディオ製品に注目が集まっ

ております。デノンは長年に亘り培ってきたアナログ・デジタル技術の数々を活かしてCXシリーズを発表、マラン

ツは４年ぶりにリニューアルしたフラッグシップモデルSC-7S2とMA-9S2及びこれらとのシステムアップを見据えた

最上級SACDプレーヤーSA-7S1をリリースし、ご好評いただいております。マッキントッシュは往年の真空管プリア

ンプの思想を活かしつつ、現代のテクノロジーも盛り込んだプリアンプ、C220が注目されております。

　ホームシアター関連製品では、マランツがフルHDプロジェクターVP-11S1で高精細画像を実現、デノンはフロン

トスピーカーとサブウーファーだけで5.1チャンネルサウンドを実現するDHT-FS1と、それをスッキリと収納できる

専用AVラックARC-FS1を発売いたしました。

　急速に普及するデジタルオーディオに対応する商品として、デノンはハイコンポFシリーズの最新モデルD-F103

を発表いたしました。D-F103は大容量ハードディスク、LAN接続機能、インターネットラジオ受信機能など多くの

先進的な機能を搭載しております。また、DJ向けCDプレーヤーで多くのプロDJの支持を得ているデノンDJからは、

大容量ハードディスクやパソコンから音楽データを取り込む機能を備えたデジタルDJプレーヤーDN-HD2500を発売

いたしました。

　現在、強化を進めております車載用ブランドAV機器関連事業におきましては、従来からボストン・アコースティッ

クスのオーディオシステムを採用してきたクライスラーグループで、当連結会計年度に新たにジープ・パトリオッ

ト、ジープ・コンパス、クライスラー・シーブリング・コンパチブルの３車種が新たに同ブランドの採用を決定し、

合計13車種でボストン・サウンドが楽しめることとなりました。また、GMグループも、初めてボストン・アコース

ティックスのオーディオシステムの採用を決定しております（車種名及び発売時期は未公表） 。

■ 販売組織の強化

 当連結会計年度におきましては、多くの地域において現地ディーラーへの直接販売開始を決定いたしました。日

本においては、株式会社マッキントッシュ・ジャパンを設立し、従来代理店を通じて販売しておりましたマッキン

トッシュ製品を平成19年４月より直接販売する体制を構築いたしました。韓国、台湾、アラブ首長国連邦のドバイ

でも、それぞれ販売拠点を設立し、今後これらの市場でのD&Mブランド製品の販売拡大を図ってまいります。また、

北米子会社において、南米市場専任の販売担当バイス・プレジデントを新たに任命し、成長著しいブラジルなどの

市場へ向けた販売活動を強化してまいります。今後は、既に子会社を通じてブランドの浸透を進めております中国

をはじめ、ロシア、インド、ベトナムなど新興市場諸国での販売強化に注力してまいります。
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■ サプライチェーンの効率向上とモノ作り強化

 平成18年８月にディーアンドエム・マニュファクチュアリングのプレジデントとして招聘した川島繁夫を中心と

して、リードタイムの短縮、調達組織の強化、グローバルな物流の効率化などサプライチェーンの効率向上と、製

品に合った生産ラインの再設計(白河工場でのセル生産導入)など、モノ作り強化を目指した取り組みを進めており

ます。

■ 次世代メディア機器など新技術への対応

  CTOのリーダーシップの下で、デノン、マランツなど関係ブランドの間で、効率的に共通技術プラットフォーム

の開発を進める体制を構築いたしました。現在、具体的な製品開発を進めておりますが、次世代メディアと従来メ

ディアに対応するとともに、音響・映像とも最新メディアに対してだけでなく、従来メディアに対してもプレミア

ム品質を提供、D&MのAVレシーバー機器と連携して高付加価値機能を提供するなど、業界最高水準のオーディオ・

ビジュアル体験を提供できる製品にする計画でおります。

■ 継続的なM&Aの追求

 平成18年12月に、コーニンクレッカフィリップスエレクトロニクスエヌブイの音響機器部門であるピーエスエス

ベルギーエヌブイの買収を完了いたしました。買収後は「ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリュー

ションズ事業」とし、車載用ブランドAV機器事業を拡大するための中核組織として貢献してまいります。今後も既

存事業分野及び新規事業分野を中心に継続的にM&Aの機会を追求し、事業の拡大を図ってまいります。

■ ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業の円滑な経営統合

  車載用ブランドAV機器関連事業の拡大へ向けて、ボストン・アコースティックスの当該部門と、ディーアンドエ

ム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業のAuto事業部門との融合を進めております。既に同事業組織の

持つ多くの大手自動車メーカー顧客に対して、D&Mのプレミアムブランドを冠した車載用AV機器の提案を始めてお

ります。また、同事業組織の持つ優れたスピーカー技術を活用して開発したデノンの新製品「DHT-FS1」を平成19

年３月に発売するなど、製品開発面での統合も順調に進捗しております。今後は、共同購買や物流統合などオペ

レーション面での統合効果の実現を図ってまいります。

■ 積極的な人材登用

 平成18年11月に元アマゾン・ドット・コムのCEビジネス・アーキテクトのフランク・サドウスキーを事業開発担

当エグゼクティブ・バイス・プレジデントとして招聘いたしました。今後は、そのインターネット業界における豊

富な経験と知識を活かし、D&Mにおけるネット活用の戦略立案などに注力する予定でおります。その他にもディー

アンドエム・マニュファクチュアリングのマネジメントとして、数人の業界経験者を採用し、サプライチェーンの

効率向上とモノ作り強化の推進を人材面で補強しております。
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（2）販売と利益の状況

 当連結会計年度における連結売上高は1,000億39百万円、営業利益57億82百万円、経常利益56億87百万円、当期純利

益は29億18百万円となりました。事業の種類別セグメント及び所在地別セグメントの業績は次のとおりでありま

す。 

【当期のセグメント別の業績について】

①AV機器関連事業 

 AV機器関連事業におきましては、売上高は前期比132億５百万円（15.6％）増加し、977億45百万円となりました。こ

れらは、主に、前期にはボストン・アコースティックスの７ヶ月間の営業成績が含まれていることに対して当期には

12ヶ月間含まれていること、新たなグローバルの流通チャネルの開拓、新興市場と業務用・一般向け市場の開拓、主

力製品の継続的な市場占有率の改善、ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業の付加によ

るものであります。営業利益は前期比14億60百万円(33.5%)増加し、58億24百万円となりました。これは、主に上述の

ボストン・アコースティックスの７ヶ月間から12ヶ月間への貢献期間の延伸、プレミアムAV事業の継続的な業務効率

の改善、経費削減、ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業の統合によるものであります。

②デジタルネットワーク関連事業 

　デジタル・ネットワーク関連事業におきましては売上高が前期比24億78百万円（51.9％）減少し22億94百万円とな

りましたが、営業損失は前期比７億15百万円（94.6％）減少し、41百万円にまで削減されました。これら売上及び営

業損失の減少は、リオ事業からの撤退とそのテクノロジーの販売によるものです。リオ事業撤退以外の営業損失につ

きましては、エシェント、リプレイTV、アドバンスト・センター・フォー・テクノロジーズ（ACT）の新製品の発売の

遅れによるものであります。

【所在地別セグメントの業績について】

①日本

　売上高は、国内システムオーディオ製品の販売縮小やリオ事業からの撤退により、164億55百万円（前期比25.1％

減）となりましたが、国内製品構成をより収益性の高いものにシフトしたこと、リオ事業撤退による損失の削減によ

り、営業利益は28億79百万円（前期比326.5%増）となりました。

②米州

 ボストン・アコースティックスの前期には７ヶ月間の営業成績が含まれていることに対して当期には12ヶ月間含まれ

ていることや、デノンの新しい流通チャネルの開拓により、売上高は440億29百万円（前期比16.3％増）、営業利益は

26億77百万円（前期比20％減）となりました。

③欧州

 売上高は、ロシアやその他新興国向けの販売が拡大したこと、当連結会計年度に買収いたしましたディーアンドエ

ム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業の貢献、またユーロ高等により、売上高は325億59百万円（前期比

34.9％増）となり、営業損益は前期比７億59百万円増加し、営業利益４億79百万円となりました。

④アジア

　インドや中東向け販売の拡大、韓国等における販売組織の再編、ボストン・アコースティックスの貢献等により売

上高は、69億94百万円（前期比30.7％増）となりました。しかしながら営業費用の増加により、営業損益は前期比1億

17百万円減少し、△77百万円となりました。
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(3）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、前期比155億24百万円増加し、789億78百万円となりました。これは、ディーアンド

エム・プレミアム・サウンドソリューションズ事業の買収を主因としております。

　負債につきましては、前期比119億81百万円増加し、491億82百万円となりました。これは、平成18年12月に行いま

した第１回普通社債の発行100億円を主因としております。

　純資産の増加につきましては、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況 

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比15億６百万円増加し、28億円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が前期比15億54百万円増加し、56億円13百万円となりました。前連結会

計年度に計上されていた相模原の土地売却に伴う固定資産売却益74億79百万円が、当連結会計年度では駐車場売却分

のみの76百万円となりました。また、仕入債務の減少額も31億13百万円減少しております。一方、減少要因として売

上債権の減少額が17億８百万円減少、その他資産の増加額が13億80百万円増加し、未収消費税等の増加額が９億２百

万円増加し、法人税等の支払額が７億83百万円増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動による資金の減少は96億28百万円となりました。主に有形固定資産の売却収入が106億52百万円、無形固定

資産の売却収入が９億98百万円減少し、連結子会社の株式取得に要した支出が13億30百万円増加したことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動による資金の増加は82億57百万円となりました。主に長期借入による収入が75億円減少したものの、短期

借入金の純減少額が27億36百万円、長期借入金の返済による支出が34億円それぞれ減少し、社債の発行による収入が

99億34百万円増加したことによるものであります。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する配当政策を重要な経営政策の一つと位置付けており、長期的安定配当を継続して実施してい

くことを基本方針としております。配当金額は財務状況及び連結業績等を勘案して決定し、内部留保につきましては

グループ内の活動資金、設備資金、新商品開発投資などに有効活用し、競争力の維持・強化と収益力の向上に努める

所存です。

　当期の期末配当につきましては、平成19年５月23日開催の取締役会決議により、前年と同額の１株につき５円とし、

平成19年６月29日を支払開始日とすることを決定いたしました。また、次期の配当につきましては、業績等を勘案の

上、今後検討してまいります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、持株会社である「株式会社ディーアンドエムホールディングス」の傘下に「デノン事業組織」、「マ

ランツ事業組織」、「マッキントッシュ事業組織」、及び、「ボストン・アコースティックス／スネル・アコースティッ

クス事業組織」、及び、「ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業組織」及び「デジタル・

ネットワークス・ノース・アメリカ（DNNA）」の７事業が形成されております。

　それぞれの具体的活動内容は以下のとおりです。

●　「株式会社ディーアンドエムホールディングス」

　平成14年５月に日本マランツ株式会社と株式会社デノンが、競争力の強化及び資本効率の向上等、経営上のメリッ

トを追求するため、旧商法第364条に定める株式移転により共同完全親会社として形成されました。なお、平成17年

４月に経営判断及び事業運営の迅速化を推進すべく、傘下にあった株式会社デノン、日本マランツ株式会社及び株

式会社ディーアンドエムマニュファクチュアリングを統合いたしました。

●　「デノン事業組織」、「マランツ事業組織」、「マッキントッシュ事業組織」

　音響・映像分野のプレミアム・ブランドであり、かつ、当社グループのコア事業であるデノン、マランツ、マッ

キントッシュそれぞれのAV機器に関する企画・開発・マーケティング・販売活動などを推進する組織です。

●　「ボストン・アコースティックス事業組織／スネル・アコースティックス事業組織」

　ボストン・アコースティックスとスネル・アコースティックスは、平成17年８月に買収を完了し、D&M傘下に加わ

りました。ボストン・アコースティックスは“ボストン・サウンド”で知られる、家庭及びカー・オーディオ向け

高級スピーカーを、スネル・アコースティックスは超高級スピーカーの企画・開発・マーケティング・販売活動を

推進しております。

●　「ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業組織」

　ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業組織は、平成18年12月にコーニンクレッカフィ

リップスエレクトロニクスエヌブイからの事業買収を完了し、D&M傘下に新たに加わりました。車載用AV機器を

BMW、フォルクスワーゲンなど世界の大手自動車メーカー向けに企画・開発・製造・販売するAuto事業と、家庭用ス

ピーカーや薄型TVに内蔵するスピーカーなどを大手電機メーカー向けに企画・開発・製造・販売するCE事業の２つ

の事業から成る組織です。

●　 「デジタル・ネットワークス・ノース・アメリカ（DNNA）」

　デジタル・ビデオ・レコーダー事業のリプレイTV、及びデジタル・ホーム・エンターテイメント事業のエシェン

トをそれぞれ資産買収により獲得した際に、これらを束ねる組織として形成されました。リプレイTV・エシェント

各事業の強化及び、これら最先端デジタル・ネットワーク関連技術のデノン、マランツ、マッキントッシュ各製品

への導入を推進する役割を担っております。ポータブル・オーディオ事業のリオにつきましては平成17年９月末に

事業から撤退いたしました。

　これらの事業組織により、当社グループは音響・映像の分野を軸に技術融合とバックエンド業務の効率化を推し進め

ながら、グローバルなマーケットでそれぞれトップブランドとしての地位を確実にしてまいります。

　当社グループは、当社及び連結子会社41社並びに関連会社１社より構成されており、AV機器、デジタル・ネットワー

ク機器の開発及び販売を主な事業としているほか、これらに付帯するサービス業務を営んでおります。

 

各事業の主な内容は、次のとおりであります。

 主要製品

AV機器関連事業

ステレオアンプ、AVレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、

MDデッキ、CDプレーヤー、CDレコーダー、ビデオCDプレーヤー、DVDプレー

ヤー、システムオーディオ、DLPプロジェクター、MOレコーダー、業務用カラ

オケ機器、DJ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器

デジタル・ネットワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・エクステン

ダー、パーソナルビデオレコーダー
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事業の系統図は次のとおりであります。

 

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑ(ﾁｭﾝｻ゙ﾝ)ｺﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞﾉﾝｱｼ゙ｱｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞﾉﾝｼﾝｾﾝｶﾝﾊ゚ﾆｰﾘﾐﾃｯﾄ゙

● 株式会社ﾃﾞﾉﾝｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸ゙

● 株式会社ﾏﾗﾝﾂｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸ゙

● 株式会社ﾃﾞﾉﾝﾗﾎﾞ

● 株式会社ｼｰﾃｨｰｴﾇ

● 株式会社ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ・ｼﾞｬﾊ゚ ﾝ

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ｴﾑｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ｴﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｼｬﾝﾊｲ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

● ﾏﾗﾝﾂｼｬﾝﾊｲﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ｴﾑｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(ﾎﾝｺﾝ)ﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ｴﾑｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾘｱﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ｴﾑｾｰﾙｽｱﾝﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾜﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ

● ﾃﾞﾉﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾕｰｴｽｴｰｴﾙｴﾙｼｰ

● ﾏﾗﾝﾂｱﾒﾘｶｲﾝｸ

● ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭﾗﾎ゙ﾗﾄﾘｰｲﾝｸ

● ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｽﾉｰｽｱﾒﾘｶｲﾝｸ

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑｶﾅﾀﾞｲﾝｸ

● ﾎﾞｽﾄﾝｱｺｰｽﾃｨｯｸｽｲﾝｸ （子会社６社を含む）

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄ゙ ｿﾘｭｰｼｮﾝｽ゙ｴﾙｴﾙｼｰ

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑｼ゙ ｬｰﾏﾆｰｹﾞｰｴﾑﾍﾞー ﾊｰ

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑﾌﾗﾝｽｴｽｴｰｴｽ

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｴﾑｵｰﾃﾞｨｵﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾘﾐﾃｯﾄ゙

● ﾏﾗﾝﾂｲﾀﾘｱｴｽｱｰﾙｴﾙ

● ﾏﾗﾝﾂﾕｰｹｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

● ﾋﾟｰｴｽｴｽﾍﾞﾙｷﾞー ｴﾇﾌﾞｲ （子会社５社を含む）

● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄ゙ ｱﾝﾄ゙ ｴﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾕｰｴｽｲﾝｸ ● ﾃﾞｨｰｱﾝﾄﾞｴﾑﾖｰﾛｯﾊﾟﾋﾞｰﾌﾞｲ

欧州における販売子会社

海外生産子会社

国内販売・サービス子会社

アジアにおける販売子会社

欧州における持株会社北米における持株会社
株式会社ディーアンドエムホールディングス

（生産、販売及びグループの統括・管理）

● 連結子会社  41 社

● ﾏﾗﾝﾂｶﾅﾀﾞｲﾝｸ

北米における販売子会社
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

  当社グループは以下の経営理念、経営戦略、行動指針に基づき事業運営に取り組んでおります。

理念

　革新的かつ高性能の音響／映像製品及びサービスを提供し、お客様に豊かな生活を提供する

戦略

１．プレミアムAV業界において強力なブランド群を構築する

▪ お客様の期待に応える製品とソリューションを創造する 

▪ ブランド構築を支えるべくワールド・クラスの事業プラットフォームを構築する

▪ オペレーションの改善を推し進める

２．新規３事業分野への拡大

 ▪　車載用ブランドAV機器事業

 ▪　業務用ブランドAV機器事業

 ▪　新興国市場

３．M&Aとそれに続く経営統合を効率的かつ効果的に成し遂げる

４．優秀な人材を惹きつけ、従業員として成長できる場を確保する

基本方針

１．個性を尊重し、社員ひとりひとりにとって働きがいのある職場を提供する

２．社会的責任を果たすため、以下の行動に重点を置いて活動する

 ▪　法令を遵守する

 ▪　環境関連法を守り、世界環境の保護に努める

 ▪　正直さ・誠実さをもってビジネスを行う

 ▪　安全かつ健全な労働環境を維持する
 
(２)　目標とする経営指標

　当社グループでは、グローバル企業として連結経営で収益力の向上を推進してまいります。統合のシナジー効

果を通して売上高営業利益率、EBITDA（金利、税金、償却前利益）率を向上し、長期的にそれぞれ10％、12.5％

を目標にしております。
 

(３)　中期的な経営戦略

　事業戦略に掲げた通り、３つの新規事業分野の拡大に努めます。

車載用ブランドAV機器事業につきましては、現在、ボストン・アコースティックスのブランドで手がけておりま

すが、今後は、当連結会計年度に買収いたしましたディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューション

ズ事業を足掛かりに大きく拡大し、中核事業に育てていく方針であります。

　業務用ブランドAV機器事業につきましては、高級ホテルなどに対して、高音質・高画質のエンターテイメント

を実現するプレミアムAV機器を提供するホスピタリティ事業を、北米・日本・欧州の主要市場において新たな事

業分野として開拓を図ってまいります。

　また、中核であるコンシューマー向けAV機器事業も含めて、既に事業展開している北米・日本・欧州・アジア

地区などで、さらなるシェア拡大を図るとともに、成長著しいBRICsなどの新興諸国のプレミアム市場の開拓に努

めてまいります。
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(４)　中期戦略に向けての具体的施策

下記に挙げた経営課題を中心に、中期戦略を具体的に展開してまいります。

１．ブランド価値の向上

▪　新規チャネルの開拓と既存チャネルでのシェア拡大

▪　機能／フィーチャーによって差別化した製品の提供

▪　販売組織の強化

▪　サプライチェーンの効率向上とモノ作り強化

▪　次世代メディア機器など新技術への対応

２．新規３事業分野の拡大

▪　車載用ブランドAV機器関連事業の拡大

▪　業務用ブランドAV機器関連事業の拡大

▪　新興市場におけるプレゼンス拡大

３．M&Aとそれに続く経営統合

▪　継続的なM&Aの追求

▪　ディーアンドエム・プレミアム・サウンド・ソリューションズ事業の円滑な経営統合

４．人的リソースの強化

▪　積極的な人材登用
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

1.  現金及び預金 ※2  1,294   2,800  1,506

2.  受取手形及び売掛金 ※2,6  15,795   18,946  3,151

3.  たな卸資産   14,504   15,881  1,377

4.  短期貸付金   175   115  △60

5.  繰延税金資産   3,021   3,515  494

6.  その他   1,558   2,876  1,317

7.  貸倒引当金   △926   △813  112

流動資産合計   35,423 55.8  43,322 54.9 7,899

Ⅱ　固定資産         

1.  有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※1,2  3,123   4,331  1,208

(2) 機械装置 ※1  503   1,195  691

(3) 工具器具備品 ※1  1,102   1,448  347

(4) 土地 ※2  1,500   1,555  54

(5) 建設仮勘定   778   89  △688

有形固定資産合計   7,009 11.0  8,620 10.9 1,610

2.  無形固定資産         

(1) のれん   －   12,255  －

(2) 連結調整勘定   2,830   －  －

(3) 商標権   2,112   2,038  △74

(4) 営業権   5,418   －  －

(5) その他   4,001   7,411  3,409

無形固定資産合計   14,363 22.6  21,705 27.5 7,341

3.  投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※3  1,431   782  △649

(2) 繰延税金資産   4,255   2,826  △1,429

(3) その他   1,140   1,766  625

(4) 貸倒引当金   △174   △44  130

投資その他の資産合計   6,653 10.5  5,330 6.7 △1,322

固定資産合計   28,025 44.2  35,655 45.1 7,630

Ⅲ　繰延資産         

創立費   5   －  △5

繰延資産合計   5 0.0  － － △5

資産合計   63,454 100.0  78,978 100.0 15,524
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

1.  支払手形及び買掛金   8,613   10,185  1,571

2.  短期借入金 ※2,4,5  876   4  △871

3.  一年内返済予定長期借
入金

※5  600   600  －

4.  未払金   1,890   1,704  △186

5.  未払費用   4,917   5,329  412

6.  未払法人税等   1,412   1,161  △250

7.  繰延税金負債    294   －  △294

8.  製品保証引当金   1,159   1,151  △8

9.　売上割戻引当金   －   945  －

10. 賞与引当金   730   900  169

11. その他   1,123   261  △861

流動負債合計   21,619 34.1  22,245 28.2 626

Ⅱ　固定負債         

  1.  社債   －   10,000  10,000

2.  長期借入金 ※5  9,014   8,425  △588

3.  繰延税金負債     614   2,656  2,042

4.  退職給付引当金   5,389   5,383  △6

5.  役員退職慰労引当金   85   106  21

6.  負ののれん   －   90  90

7.  その他   478   273  △204

固定負債合計   15,581 24.5  26,936 34.1 11,354

負債合計   37,201 58.6  49,182 62.3 11,981

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   120 0.2  －  －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   3,279   －  －

Ⅱ　資本剰余金   15,653   －  －

Ⅲ　利益剰余金   5,547   －  －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  403   －  －

Ⅴ　為替換算調整勘定   1,275   －  －

Ⅵ　自己株式 ※7  △25   －  －

資本合計   26,133 41.2  － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

  63,454 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　　1.  資本金   －   3,409 4.3 －

　　2.  資本剰余金   －   15,783 19.9 －

　　3.  利益剰余金   －   8,023 10.2 －

　　4.  自己株式   －   △32 0.0 －

　　株主資本合計   －   27,184 34.4 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　1.  その他有価証券評価
差額金

  －   215 0.2 －

    2.  繰延ヘッジ損益   －   △5 △0.0 －

　3.  為替換算調整勘定   －   2,102 2.7 －

   評価・換算差額等合計   －   2,312 2.9 －

Ⅲ　新株予約権   －   139 0.2 －

Ⅳ　少数株主持分   －   160 0.2 －

純資産合計   －   29,796 37.7 －

負債純資産合計   －   78,978 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅰ　売上高   89,312 100.0  100,039 100.0 10,727

Ⅱ　売上原価 ※３  55,742 62.4  60,835 60.8 5,092

売上総利益   33,569 37.6  39,204 39.2 5,634

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,3  29,963 33.5  33,422 33.4 3,458

営業利益   3,606 4.0  5,782 5.8 2,175

Ⅳ　営業外収益         

1.  受取利息  18   41    

2.  受取配当金  9   14    

3.　為替差益  －   237    

4.  固定資産賃貸収入  38   21    

5.  その他  38 105 0.1 90 406 0.4 300

Ⅴ　営業外費用         

1.  支払利息  246   275    

2.  創立費償却  185   5    

3.　社債発行費  －   65    

4.  支払手数料  69   99    

5.  為替差損  6   －    

6.  その他  98 606 0.6 54 501 0.5 △105

経常利益   3,106 3.5  5,687 5.7 2,581

Ⅵ　特別利益         

1.  土地建物売却益 ※４ 7,479   76    

2.  貸倒引当金戻入金  157   190    

3.  投資有価証券売却益  －   341    

4.  その他  18 7,655 8.6 167 776 0.8 △6,879
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅶ　特別損失         

1.  固定資産除却損 ※２ 30   10    

2.  固定資産売却損  0   －    

3.  棚卸資産評価損  107   －    

4.　事業撤退損失  5,099   －    

5.  欧州環境規制に係る
棚卸資産廃棄損等

 －   444    

6.  組織再編費用  574   137    

7.  投資有価証券評価損  100   13    

8.  早期割増退職金  412   －    

9.  過年度特許料  116   －    

10. 製品補償損失  －   86    

11. 関税追徴金  －   111    

12. その他 ※５ 263 6,702 7.5 47 850 0.9 △5,852

税金等調整前当期純利
益

  4,059 4.5  5,613 5.6 1,554

法人税、住民税及び
事業税

 1,512   1,496    

法人税等調整額  110 1,623 1.8 1,169 2,665 2.7 1,042

少数株主利益   38 0.0  29 0.0 △8

当期純利益   2,397 2.7  2,918 2.9 520
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   15,630

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　新株予約権行使による新
株式の発行

 23 23

Ⅲ　資本剰余金期末残高   15,653

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,325

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  2,397 2,397

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  175 175

Ⅳ　利益剰余金期末残高   5,547
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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18年３月31日　残高
（百万円）

3,279 15,653 5,547 △25 24,454

連結会計年度中の変動額

新株の発行 130 130   260

剰余金の配当（注）   △442  △442

当期純利益   2,918  2,918

自己株式の取得    △7 △7

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
（百万円）

130 130 2,476 △7 2,729

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,409 15,783 8,023 △32 27,184

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
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

平成18年３月31日　残高
（百万円）

403 － 1,275 1,679 － 120 26,253

連結会計年度中の変動額

新株の発行       260

剰余金の配当（注）       △442

当期純利益       2,918

自己株式の取得       △7

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△187 △5 827 633 139 40 813

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△187 △5 827 633 139 40 3,542

平成19年３月31日　残高
（百万円）

215 △5 2,102 2,312 139 160 29,796

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
増減

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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  4,059 5,613 1,554

減価償却費/無形固定資産償却  1,980 2,215 235

連結調整勘定償却額  176 － △176

のれん償却額  － 176 176

負ののれん償却額  － △4 △4

創立費償却額  185 5 △179

貸倒引当金の減少額  △313 △309 4

売上割戻引当金の増減額
（△は減少）

 270 △85 △355

製品保証引当金の増減額
（△は減少）

 128 △185 △314

賞与引当金の増加額  403 187 △216

退職給付引当金の減少額  △667 △442 225

受取利息及び受取配当金  △28 △55 △27

支払利息  246 275 29

為替差益  △5 △47 △41

持分法による投資損失  25 － △25

投資有価証券評価損  100 13 △86

投資有価証券売却益  － △341 △341

有形固定資産売却益  △7,479 △76 7,402

有形固定資産売却損  0 － 0

有形固定資産除却損  132 10 △121

無形固定資産売却益  △667 － 667

無形固定資産除却損  875 － △875

売上債権の減少額  1,837 128 △1,708

たな卸資産の増減額（△は増加）  △207 609 817

仕入債務の減少額  △3,466 △352 3,113

未収消費税等の増減額（△は増加）  195 △706 △902

その他資産の増加額  △362 △1,742 △1,380

その他負債の増減額（△は減少）  426 △685 △1,111

小計  △2,156 4,199 6,356

利息及び配当金の受取額  28 55 27

利息の支払額  △238 △205 32

法人税等の支払額  △488 △1,272 △783

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,855 2,777 5,632
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
増減

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △1,739 △2,010 △270

有形固定資産の売却による収入  10,846 193 △10,652

無形固定資産の取得による支出  △95 △143 △47

無形固定資産の売却による収入  998 － △998

連結子会社の株式取得に要した支
出

※２ △7,280 △8,610 △1,330

投資有価証券の売却による収入  239 735 496

連結範囲変更を伴う子会社株式取
得による支出

 － △2 △2

貸付による支出  △50 △3 47

貸付金の回収による収入  144 212 68

投資活動によるキャッシュ・フロー  3,061 △9,628 △12,689

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の減少額  △3,624 △888 2,736

長期借入れによる収入  7,500 － △7,500

長期借入金の返済による支出  △4,000 △600 3,400

社債の発行による収入  － 9,934 9,934

株式の発行による収入  46 260 213

自己株式の取得による支出  △7 △7 0

配当金の支払額  △175 △442 △267

財務活動によるキャッシュ・フロー  △261 8,257 8,518

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  97 100 2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  43 1,506 1,463

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,250 1,294 43

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,294 2,800 1,506
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

 

連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

 

 

 

 

連結子会社数 31社

主要会社名

企業集団の状況に記載しておりま

す。   

株式会社デノンコンシューマーマー

ケティング、株式会社マランツコン

シューマーマーケティング

連結子会社数 41社

主要会社名 

企業集団の状況に記載しておりま

す。   

 

 

 

 

 

上記主要連結子会社は、平成17年４月

に、当社及び連結子会社であった株式

会社デノン、日本マランツ株式会社及

び株式会社ディーアンドエムマニュ

ファクチャリング間における合併、ま

た同日付での株式会社デノンコン

シューマーマーケティング、株式会社

マランツコンシューマーマーケティン

グの新設分割をおこなったことにより

設立されました。

 

（新規）

・ボストンアコースティックスインク

他　（子会社３社を含む）

 平成17年８月に買収により当社グ

ループに加わりました。

 

 

 

 

 

  ――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規）

・ディーアンドエムセールスアンドマー

ケティングコリアリミテッド

従来持分法適用関連会社でありました

マランツコリアリミテッドは、平成18

年４月１日付けで、当社100%保有の連

結子会社となり、社名をディーアンド

エムセールスアンドマーケティングコ

リアリミテッドと変更いたしました。

・ディーアンドエムプレミアムサウンド

ソリューションズエルエルシー

ディーアンドエムプレミアムサウンド

ソリューションズエルエルシーは、平

成18年12月にピーエスエスベルギーエ

ヌブイの買収を目的として設立され、

当社グループに加わりました。

・ピーエスエスベルギーエヌブイ（子会

社５社を含む）他

ピーエスエスベルギーエヌブイは平成

19年１月に買収により、当社グループ

に加わりました。

・株式会社マッキントッシュ・ジャパン

株式会社マッキントッシュ・ジャパン

はマッキントッシュラボラトリーイン

クの製品を国内で取り扱う100％子会社

として平成19年１月に設立され、当社

グループに加わりました。

・ディーアンドエムセールスアンドマー

ケティングタイワンリミテッド

ディーアンドエムセールスアンドマー

ケティングタイワンリミテッドは平成

19年２月に設立され、当社グループに

加わりました。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

持分法適用関連会社　１社

会社名　マランツコリアリミテッド

持分法適用関連会社　－社

 

 

 

持分法を適用しない関連会社は以下のとお

りであります。

会社名　カリンデノンエンターテインメ

ントインク

持分法を適用しない関連会社は以下のとお

りであります。

会社名　カリンデノンエンターテインメ

ントインク

 なお、持分法を適用していない関連会社

の純損益及び利益剰余金等は、いずれも

少額であり、連結財務諸表に及ぼす影響

は軽微であります。

なお、持分法を適用していない関連会社

の純損益及び利益剰余金等は、いずれも

少額であり、連結財務諸表に及ぼす影響

は軽微であります。

　

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

  

連結子会社の決算日は、連結決算日に

一致しております。

 

同左

 

   

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

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法であり、評価差額は全部資

本直入法により処理しておりま

す。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法であり、評価差額は全部純

資産直入法により処理しており

ます。

 

 

ｂ　時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採

用しております。

ｂ　時価のないもの

同左

 

 

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

 

 

ａ　製品・半製品

先入先出法に基づく原価法を採

用しております。

ａ　製品・半製品

      同左

 

 

ｂ　材料・仕掛品

移動平均法に基づく原価法を採

用しております。

 

③　デリバティブ取引により生じる正味

の債権（及び債務）の評価基準及び

評価方法

　時価法

 

ｂ　材料・仕掛品

      同左

 

 

③ デリバティブ取引により生じる正味の

債権（及び債務）の評価基準及び評価

方法

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

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物付属設備は除く）については、

定額法によっております。また、金

型は販売数量を基礎とする生産高比

例法を採用しております。

建物及び構築物　７年～42年

機械装置　　　  ２年～10年

工具器具備品　  ２年～20年

その他　     　 ４年

(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

同左

 

 

 

 

 

 

②　無形固定資産

ソフトウエアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。ま

た国内子会社の商標権については定

額法（10年）で償却しております。

②　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　創立費

商法施行規則の規定により毎期均等

額（５年）を償却しております。

 

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　創立費

毎期均等額(５年)を償却しておりま

す。

 

 

②　社債発行費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

 

 

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒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

る計算額を、貸倒懸念債権等の特定

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。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に

対応する金額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 

 

③　退職給付引当金

国内連結子会社は、確定給付型の制

度として厚生年金基金制度及び適格

退職年金制度を採用しておりました

が、厚生年金基金制度につきまして

は平成16年１月に解散しました。ま

た、平成16年２月に従来の確定給付

型年金制度から確定拠出年金制度に

移行したことに伴い、適格退職年金

制度を廃止しました。

廃止した適格退職年金制度に関わる

年金資産は分配し、年金資産が不足

する過去勤務分の退職金は退職給付

引当金として認識して退職時に従業

員に支払います。

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により費用処理す

ることとしております。

③　退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、平成16

年２月より確定拠出年金制度を採用

しております。これに伴い適格退職

年金制度を廃止し、年金資産が不足

する過去勤務債務は退職給付引当金

として認識し、退職時に従業員に支

払います。

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により翌連結

会計年度から費用として処理してお

ります。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により費用として

処理しております。 
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

 

④　役員退職慰労引当金

退任取締役に対する退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

 ⑤　製品保証引当金

販売製品の無償サービス費用の支出

に備えるため、売上に対する保証実

績率に基づき、当連結会計年度末に

おいて必要額を計上しております。

⑤　製品保証引当金

同左

  ――――――― 

 

⑥　売上割戻引当金

販売した製商品の将来発生する売上

割戻に備えるため、割戻対象となる

売上高に直近の実績率をもととして

計算した割戻率を乗じて計算してお

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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

外貨建債権債務のうち、為替予約が

付されているものについては、振当

処理を行っております。また、外貨

建予定取引の為替リスクのヘッジに

ついては繰延ヘッジ処理を行ってお

ります。金利スワップについてヘッ

ジ会計の要件を満たしている場合に

は、繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。ただし、特例処理の要件を満た

している場合には、特例処理によっ

ております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

 金利スワップ

 

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長

期借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 同左

 

 

③　ヘッジ方針

社内管理規定に従い、相場の変動に

よるリスクを軽減するために、デリ

バティブ取引を行うこととしており

ます。

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの固定化・変動の回避

との相関関係が継続的に存在するこ

とが明らかであることから、ヘッジ

会計適用によるヘッジの有効性の評

価は不要の為、行っておりません。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

 

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

消費税等については、税抜方式に

よっております。

②　連結納税制度の適用

当連結会計年度から連結納税制度を

適用しております。

 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

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方法は、

全面時価評価法によっております。

 

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は原則として発生年度以後20

年以内で均等償却しており、その金額に重

要性が乏しい場合には発生年度に全額償却

しております。

 

――――――― 

７　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 

――――――― 

 

のれんの償却については発生年度以後20年

以内で均等償却しており、その金額に重要

性が乏しい場合には発生年度に全額償却し

ております。

なお、海外子会社が有するのれん（主とし

て米国子会社において計上している）につ

いては、当該海外子会社において現地の会

計基準に従い処理しております。 

８　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいております。

 

――――――― 

 

９　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない短期的な

投資としております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

      （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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

準適用指針第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。

――――――― 

――――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、29,502

百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――― 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ139百万円減少しております。

――――――― 

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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。

　これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――――― 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表）           

　前連結会計年度において「営業権」として掲記され

ていたものは、 当連結会計年度より「のれん」として

表示しております。

　また、「連結調整勘定」として掲記されていたもの

は、「のれん」又は「負ののれん」として表示してお

ります。

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

おりました「売上割戻引当金」は、金額的重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度に「その他」に含まれていた売

上割戻引当金の金額は978百万円であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度より「の

れん償却額」として表示しております。

　前連結会計年度において、「返品調整/売上割戻引当

金の増減額」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から返品調整引当金の重要性が乏しくなったこ

とから、「売上割戻引当金の増減額」として記載し、

返品調整引当金につきましては「その他の負債の増減

額」に含めて記載しております。前連結会計期間にお

ける当該増加額270百万円のうち、返品調整引当金に係

る増加額は57百万円であります。また、当連結会計年

度に「その他の負債の増減額」に含めた返品調整引当

金の減少額は△４百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産  (百万円)

減価償却累計額 6,906  

※１　有形固定資産  (百万円)

減価償却累計額   12,442   

※２　担保に供されている資産は次のとおりであります。 ※２　担保に供されている資産は次のとおりであります。

(1）担保資産　　　　　　　　 　　　　　(百万円) (1）担保資産　　　　　　　　　　　 　　(百万円)

売掛金 1,848 

土地 970 

建物 204 

合計 3,022

預金 531 

売掛金 1,840 

土地 970 

建物 194 

合計 3,536

(2）上記担保は、コミットメントライン契約に対す

　　るものであります。　　　　

(2）上記担保は、コミットメントライン契約に対す

　　るものであります。　　　　

※３　関連会社株式

関連会社に対するものは次のとおりであります。

※３　関連会社株式

関連会社に対するものは次のとおりであります。

(百万円)   (百万円)　

投資有価証券（株式） ５ 投資有価証券（株式） ５ 

※４　コミットメントライン

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため株式会社ディーアンドエムホールディングスを

借主とするコミットメントラインを主幹事のみずほ

銀行、三井住友銀行と締結しております。

※４　コミットメントライン

同左

(百万円)  

コミットメントライン契約の総額 11,000 

借入実行残高 － 

未実行残高 11,000 

※５　財務制限条項

上記コミットメントライン及び株式会社みずほ銀

行を主幹事とするシンジケートローンについては財

務制限条項が付されておりますが、当社グループは

この財務制限条項に従っております。

※５　財務制限条項

同左

財務制限条項の内容は、以下のとおりであります。

①連結純資産について、前期比80％以上を維持

②連結経常利益黒字維持

③レバレッジレシオ　4.5倍未満

 

 

 

 

※６ 　　　　　　　―――――――

 

 

 

※６  連結会計年度末日満期手形  

連結会計年度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をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。 

 　受取手形　　　　　　　　　　　５百万円

※７　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は次のとおりであります。

※７　　　　　　　―――――――

 

普通株式 87千株   

尚、当社の発行済株式総数は、普通株式88,496千

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要なものは次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費の主要なものは次のとおりで

あります。

(百万円) (百万円)

荷造運搬費 3,637 

広告宣伝費 1,195 

販売促進費 3,977 

給料 9,411 

減価償却費 951 

研究開発費    4,901 

　　　

荷造運搬費   3,945

広告宣伝費  1,637

販売促進費  3,601

給料 10,013

減価償却費 1,257

研究開発費 5,057

※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産の除却損の内訳は次のとおりであります。

(百万円) (百万円)

工具器具備品 　30 

ソフトウェア 　－ 

合計 30

建物附属設備 7

工具器具備品 1

その他 1

合計 10

  

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、4,901百万円であります。

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、5,057百万円であります。

 

※４　土地建物売却益は、相模原旧本社土地を売却したこ

とによるものであります。

※４　　　　　　　　―――――――

※５　その他の特別損失の主な内訳は次のとおりでありま

す。

※５　　　　　　　　―――――――

(百万円)  

過年度売上原価修正損 119

過年度販売製品（回線補償

器）補償金負担による損失

 

110
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）1 88,496 1,011 － 89,507

合計 88,496 1,011 － 89,507

自己株式

普通株式（注）2 87 17 － 104

合計 87 17 － 104

 （注）1.　発行済株式の総数の増加は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加分であります。

 （注）2.　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 139

連結子会社  － － － － － － －

合計 － － － － － 139

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月17日

取締役会
普通株式 442 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月23日

取締役会
普通株式 447 利益剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

記載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

記載されている科目の金額との関係

  （百万円）

現金及び預金勘定   1,294

預金期間が３ヶ月を

超える定期預金
 －

現金及び現金同等物  1,294

  （百万円）

現金及び預金勘定        2,800

預金期間が３ヶ月を

超える定期預金
  　　－

現金及び現金同等物         2,800

※２　株式の取得により連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

ボストン・アコースティックス・インク

※２　株式の取得により連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

ピーエスエスベルギーエヌブイ

 （百万円）

流動資産 3,620

固定資産 5,454

営業権 2,491

流動負債 (2,278)

固定負債 (777)

取得価額 8,509

現金同等物 (1,229)

取得のための支出 7,280

 （百万円）

流動資産 5,108

固定資産　 4,795

のれん 3,778

流動負債 (3,209)

固定負債 (1,827)

取得価額 8,645

エスクロー契約による

　支出額※注
624

現金同等物 (659)

取得のための支出 8,610

※注：エスクロー契約に基づく預託額624百万円

（4,000千ユーロ）であります。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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　　　 　　　（百万円）　

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　　　 　　　（百万円）

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

取得価額相当額 280

減価償却累計額相当額 101

期末残高相当額 179

取得価額相当額 757

減価償却累計額相当額 228

期末残高相当額 529

工具器具備品及び金型 工具器具備品及び金型

取得価額相当額 110

減価償却累計額相当額 60

期末残高相当額 50

取得価額相当額 168

減価償却累計額相当額 91

期末残高相当額 76

無形固定資産 無形固定資産

取得価額相当額 869

減価償却累計額相当額 414

期末残高相当額 455

取得価額相当額 1,020

減価償却累計額相当額 628

期末残高相当額 392

合計 合計

取得価額相当額 1,260

減価償却累計額相当額 575

期末残高相当額 684

取得価額相当額 1,946

減価償却累計額相当額 947

期末残高相当額 998

②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円) ②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円)

１年以内 257

１年超 446

合計 703

１年以内 368

１年超 663

合計 1,031

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

(百万円) (百万円)

支払リース料 348

減価償却費相当額 319

支払利息相当額 28

支払リース料 431

減価償却費相当額 389

支払利息相当額 28

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

額法により算定しております。

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 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円) 未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円)

１年以内 57

１年超 76

合計 133

１年以内 92

１年超 65

合計 157
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 251 931 680

小計 251 931 680

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

小計 － － －

合計 251 931 680

２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券

 

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 239 － －

合計 239 － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

 連結貸借対表照計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 478

債券 15

合計 493
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当連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 161 545 384

小計 161 545 384

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 90 70 △20

小計 90 70 △20

合計 251 615 364

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 

当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 735 341 －

合計 735 341 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

 連結貸借対表照計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 147

債券 15

合計 162
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日現在　至　平成18年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

　外貨建債権債務に係わる将来の為替変動リスクを回避する目的として、為替予約取引を行っております。

　また、変動金利の長期借入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っております。

　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。

１）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期借入金

２）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。

３）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時期及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと見込まれるものについては、ヘッ

ジの有効性の判定は省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　通貨関連のデリバティブ取引については、外貨建販売計画の範囲内で為替予約取引を利用することとし

ており、１年を超える長期契約及び投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内及び海外の銀行であるため、相手先の契約不履

行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係わるリスクの管理体制

　当社グループのデリバティブ取引は、各社の社内規定に基づき事前承認の上執行され、取引の実行及び

管理は経理・財務部門が行い、取引毎にその状況は担当役員に報告されております。

２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度（平成18年３月31日）

契約額等
契約額等
うち１年超

時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引     

変動受取・固定

支払
2,000 2,000 △10 △10

合計 2,000 2,000 △10 △10

（注） １．時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．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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当連結会計年度（自　平成18年４月１日現在　至　平成19年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容及び利用目的

　外貨建債権債務に係わる将来の為替変動リスクを回避する目的として、為替予約取引を行っております。

　また、変動金利の長期借入金を固定金利の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行っております。

　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。

１）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期借入金

２）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。

３）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時期及びその後も継続し

て、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと見込まれるものについては、ヘッ

ジの有効性の判定は省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　通貨関連のデリバティブ取引については、外貨建販売計画の範囲内で為替予約取引を利用することとし

ており、１年を超える長期契約及び投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内及び海外の銀行であるため、相手先の契約不履

行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係わるリスクの管理体制

　当社グループのデリバティブ取引は、各社の社内規定に基づき事前承認の上執行され、取引の実行及び

管理は経理・財務部門が行い、取引毎にその状況は担当役員に報告されております。

２．取引の時価等に関する事項

区分 種類

当連結会計年度（平成19年３月31日）

契約額等
契約額等
うち１年超

時価 評価損益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外

の取引

金利スワップ取引     

変動受取・固定

支払
2,000 － △3 △3

合計 2,000 － △3 △3

（注） １．時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．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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（退職給付関係）

１．採用している退職給付の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として厚生年金基金制度及び適格退職年金制度を採用して

おりましたが、厚生年金基金制度につきましては平成16年１月に解散しました。また、平成16年２月に従来

の確定給付型年金制度から確定拠出年金制度に移行したことに伴い、適格退職年金制度を廃止しました。

　廃止した適格退職年金制度に関わる年金資産は分配し、年金資産が不足する過去勤務分の退職金は退職給

付引当金として認識し、退職時に従業員に支払うことといたしました。廃止した適格退職年金制度に関わる

年金資産のうち年金受給者分は閉鎖年金として保持し、従業員部分については分配して、年金資産が不足す

る過去勤務分の退職金は退職給付引当金として認識し、退職時に従業員に支払うことといたしました。

２．退職給付債務に関する事項

 

前連結会計年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

 

当連結会計年度

自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日

①　退職給付債務 5,636百万円 5,727百万円

②　年金資産 △946  △934

③　未積立退職給付債務①＋② 4,690  4,793

④　未認識過去勤務債務 977  642

⑤　未認識数理計算上の差異 △278  △52

⑥　退職給付引当金③＋④＋⑤ 5,389  5,383

３．退職給付費用に関する事項

 （百万円） （百万円）

①　勤務費用 －  － 　　 

②　利息費用 113  100

③　期待運用収益 0  △31

④　過去勤務債務の費用処理額 △336  △334

⑤　数理計算上の差異費用処理額 233  155

小計 10  △110

⑥　早期割増退職金 412  －

⑦　確定拠出年金に係る要拠出額 506  739

合計 928  629

４．退職給付債務等の計算の基準に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  期間定額基準

②　割引率 0.7％～　2.0％  0.7％～　2.0％

③　期待運用収益率 3.3％  3.3％

④　数理計算上の差異の処理年数 ５年  ５年

⑤　過去勤務債務の処理年数 ５年  ５年
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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 

 

第１回 第２回 第３回

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　４名

当社執行役　　　　２名

当社子会社従業員　32名

当社取締役　　　　２名

 

 

当社取締役　　　　２名

当社子会社従業員　７名

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　3,691,000株 普通株式　1,545,600株 普通株式　442,000株

付与日 平成14年８月７日 平成14年８月７日 平成14年８月７日

権利確定条件

 平成15年８月６日、平成16

年８月６日及び平成17年８

月６日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

権利確定条件は付されており

ません。

 平成15年３月29日に全ての

権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成14年８月７日

至　平成17年８月６日

対象勤務期間の定めはありま

せん。

自　平成14年８月７日

至　平成15年３月29日

権利行使期間
自　平成14年８月７日

至　平成24年８月６日

自　平成14年８月７日

至　平成24年８月６日

自　平成15年３月30日

至　平成20年３月29日

第４回 第７回 第８回

付与対象者の区分及び数

外部アドバイザー　１名

 

 

当社子会社従業員　29名

 

 

当社取締役　　　　１名

当社執行役　　　　４名

当社従業員　　　　３名

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　200,000株 普通株式　437,500株 普通株式　562,500株

付与日 平成14年９月７日 平成15年４月24日 平成15年７月28日

権利確定条件

 平成15年９月６日、平成16

年９月６日及び平成17年９

月６日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成16年４月23日、平成17

年４月23日及び平成18年４

月23日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成16年７月27日、平成17

年７月27日及び平成18年７

月27日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成14年９月７日

至　平成17年９月６日

自　平成15年４月24日

至　平成18年４月23日

自　平成15年７月28日

至　平成18年７月27日

権利行使期間
自　平成14年９月７日

至　平成24年９月６日

自　平成15年４月24日

至　平成25年４月23日

自　平成15年７月28日

至　平成25年７月27日
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第９回 第10回 第11回

付与対象者の区分及び数

当社執行役　　　　１名

当社子会社従業員　60名

 

当社子会社従業員　46名

 

 

当社取締役　　　　１名

 

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　298,500株 普通株式　727,000株 普通株式　300,000株

付与日 平成15年７月28日 平成15年８月８日 平成16年１月５日

権利確定条件

 平成16年７月27日、平成17

年７月27日及び平成18年７

月27日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成16年８月７日、平成17

年８月７日及び平成18年８

月７日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 付与日、平成17年１月４日

及び平成18年１月４日にそ

れぞれ３分の１の権利が確

定します。

対象勤務期間
自　平成15年７月28日

至　平成18年７月27日

自　平成15年８月８日

至　平成18年８月７日

自　平成16年１月５日

至　平成18年１月４日

権利行使期間
自　平成15年７月28日

至　平成25年７月27日

自　平成15年８月８日

至　平成25年８月７日

自　平成16年１月５日

至　平成26年１月４日

第12回 第13回 第14回

付与対象者の区分及び数

当社子会社従業員　10名

 

 

当社従業員　　　　１名

当社子会社従業員　１名

 

当社取締役　　　　１名

当社従業員　　　　５名

当社子会社従業員　43名

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　75,000株 普通株式　22,000株 普通株式　194,000株

付与日 平成16年３月10日 平成16年３月17日 平成16年６月３日

権利確定条件

 平成17年３月９日、平成18

年３月９日及び平成19年３

月９日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成17年３月16日、平成18

年３月16日及び平成19年３

月16日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成17年６月２日、平成18

年６月２日及び平成19年６

月２日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成16年３月10日

至　平成19年３月９日

自　平成16年３月17日

至　平成19年３月16日

自　平成16年６月３日

至　平成19年６月２日

権利行使期間
自　平成16年３月10日

至　平成26年３月９日

自　平成16年３月17日

至　平成26年３月16日

自　平成16年６月３日

至　平成26年６月２日

第15回 第16回 第17回

付与対象者の区分及び数

当社子会社従業員　14名

 

 

当社従業員　　　　１名

 

 

当社従業員　　　　１名

当社子会社従業員　２名

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　239,000株 普通株式　15,000株 普通株式　150,000株

付与日 平成16年６月10日 平成16年７月８日 平成16年10月25日

権利確定条件

 平成17年６月９日、平成18

年６月９日及び平成19年６

月９日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成17年７月７日、平成18

年７月７日及び平成19年７

月７日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成17年10月24日、平成18

年10月24日及び平成19年10

月24日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成16年６月10日

至　平成19年６月９日

自　平成16年７月８日

至　平成19年７月７日

自　平成16年10月25日

至　平成19年10月24日

権利行使期間
自　平成16年６月10日

至　平成26年６月９日

自　平成16年７月８日

至　平成26年７月７日

自　平成16年10月25日

至　平成26年10月24日
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第18回 第19回 第20回

付与対象者の区分及び数

当社子会社従業員　１名

 

 

当社執行役　　　　１名

 

 

当社取締役　　　　１名

当社従業員　　　　16名

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　100,000株 普通株式　150,000株 普通株式　243,000株

付与日 平成16年11月１日 平成17年５月23日 平成17年９月７日

権利確定条件

 平成17年10月31日、平成18

年10月31日及び平成19年10

月31日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成18年５月22日、平成19

年５月22日及び平成20年５

月22日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成18年９月６日、平成19

年９月６日及び平成20年９

月６日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成16年11月１日

至　平成19年10月31日

自　平成17年５月23日

至　平成20年５月22日

自　平成17年９月７日

至　平成20年９月６日

権利行使期間
自　平成16年11月１日

至　平成26年10月31日

自　平成17年５月23日

至　平成27年５月22日

自　平成17年９月７日

至　平成27年９月６日

第21回 第22回 第23回

付与対象者の区分及び数

当社子会社従業員　２名

 

 

当社執行役　　　　２名

当社従業員　　　　３名

 

当社子会社従業員　26名

 

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　40,000株 普通株式　80,000株 普通株式　420,000株

付与日 平成17年９月13日 平成17年10月24日 平成17年10月31日

権利確定条件

 平成18年９月12日、平成19

年９月12日及び平成20年９

月12日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成18年10月23日に36,650

株、平成19年10月23日に

21,650株、平成20年10月23

日に21,700株の権利が確定

します。

 平成18年10月30日に273,285

株、平成19年10月30日に

73,285株、平成20年10月30

日に73,430株の権利が確定

します。

対象勤務期間
自　平成17年９月13日

至　平成20年９月12日

自　平成17年10月24日

至　平成20年10月23日

自　平成17年10月31日

至　平成20年10月30日

権利行使期間
自　平成17年９月13日

至　平成27年９月12日

自　平成17年10月24日

至　平成27年10月23日

自　平成17年10月31日

至　平成27年10月30日

第24回 第25回 第26回

付与対象者の区分及び数

当社子会社従業員　２名

 

 

当社子会社従業員　１名

 

 

当社子会社従業員　１名

 

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　18,000株 普通株式　15,000株 普通株式　50,000株

付与日 平成18年２月10日 平成18年２月17日 平成18年４月18日

権利確定条件

 平成19年２月９日、平成20

年２月９日及び平成21年２

月９日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成19年２月16日、平成20

年２月16日及び平成21年２

月16日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成19年４月17日、平成20

年４月17日及び平成21年４

月17日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。 

対象勤務期間
自　平成18年２月10日

至　平成21年２月９日

自　平成18年２月17日

至　平成21年２月16日

自　平成18年４月18日

至　平成21年４月17日

権利行使期間
自　平成18年２月10日

至　平成28年２月９日

自　平成18年２月17日

至　平成28年２月16日

自　平成18年４月18日

至　平成28年４月17日
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第27回 第28回 第29回

付与対象者の区分及び数

当社執行役　　　　１名

 

 

当社執行役　　　　１名

 

 

当社子会社従業員　１名

 

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　600,000株 普通株式　900,000株 普通株式　30,000株

付与日 平成18年５月２日 平成18年８月16日 平成18年10月14日

権利確定条件

 平成19年５月１日、平成20

年５月１日及び平成21年５

月１日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成19年８月15日、平成20

年８月15日及び平成21年８

月15日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成19年10月13日、平成20

年10月13日及び平成21年10

月13日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成18年５月２日

至　平成21年５月１日

自　平成18年８月16日

至　平成21年８月15日

自　平成18年10月14日

至　平成21年10月13日

権利行使期間
自　平成18年５月２日

至　平成28年５月１日

自　平成18年８月16日

至　平成28年８月15日

自　平成18年10月14日

至　平成28年10月13日

第30回 第31回 第32回

付与対象者の区分及び数

社外取締役　　　　１名

当社執行役　　　　１名

当社従業員　　　　１名

当社従業員　　　　３名

 

 

当社子会社従業員　19名

 

 

ストック・オプション数

（注）1
普通株式　44,000株 普通株式　30,000株 普通株式　308,000株

付与日 平成18年10月21日 平成19年３月15日 平成19年３月16日

権利確定条件

 平成19年10月20日に18,000

株、平成20年10月20日に

13,000株、平成21年10月20

日に13,000株の権利が確定

します。

 平成20年３月14日、平成21

年３月14日及び平成22年３

月14日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

 平成20年３月15日、平成21

年３月15日及び平成22年３

月15日にそれぞれ３分の１

の権利が確定します。

対象勤務期間
自　平成18年10月21日

至　平成21年10月20日

自　平成19年３月15日

至　平成22年３月14日

自　平成19年３月16日

至　平成22年３月15日

権利行使期間
自　平成18年10月21日

至　平成28年10月20日

自　平成19年３月15日

至　平成29年３月14日

自　平成19年３月16日

至　平成29年３月15日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

（注）２．第５回・第６回ストック・オプションにつきましては平成19年３月31日までに全て行使が完了し

ておりますので記載を省略しております。
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(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

 

第１回 第２回 第３回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 3,378,666 883,200 414,000

権利確定 － － －

権利行使 250,000 － 386,000

失効 12,000 － －

未行使残 3,116,666 883,200 28,000

第４回 第７回 第８回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 133,900 60,928

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － 133,900 60,928

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 175,000 267,300 121,572

権利確定 － 133,900 60,928

権利行使 60,000 2,000 30,000

失効 － 15,000 －

未行使残 115,000 384,200 152,500
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第９回 第10回 第11回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 83,256 127,166 －

付与 － － －

失効 11,340 11,020 －

権利確定 71,916 116,146 －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 146,244 247,174 300,000

権利確定 71,916 116,146 －

権利行使 26,000 5,000 －

失効 8,660 15,320 －

未行使残 183,500 343,000 300,000

第12回 第13回 第14回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 16,018 7,338 122,048

付与 － － －

失効 5,000 － 9,344

権利確定 11,018 7,338 60,952

未確定残 － － 51,752

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 31,982 14,662 56,290

権利確定 11,018 7,338 60,952

権利行使 － 4,620 2,666

失効 10,000 － 13,994

未行使残 33,000 17,380 100,582

第15回 第16回 第17回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 153,071 10,000 100,050

付与 － － －

失効 19,372 － －

権利確定 76,929 5,000 49,950

未確定残 56,770 5,000 50,100

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 58,279 5,000 49,950

権利確定 76,929 5,000 49,950

権利行使 － － 30,000

失効 21,978 － －

未行使残 113,230 10,000 69,900
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第18回 第19回 第20回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 66,700 150,000 243,000

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 33,300 50,000 80,930

未確定残 33,400 100,000 162,070

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 33,300 － －

権利確定 33,300 50,000 80,930

権利行使 － 50,000 －

失効 － － －

未行使残 66,600 － 80,930

第21回 第22回 第23回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 40,000 80,000 420,000

付与 － － －

失効 － － 10,000

権利確定 13,330 36,650 269,955

未確定残 26,670 43,350 140,045

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 13,330 36,650 269,955

権利行使 － 15,000 150,000

失効 － － －

未行使残 13,330 21,650 119,955

第24回 第25回 第26回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 18,000 15,000 －

付与 － － 50,000

失効 － － －

権利確定 6,000 5,000 －

未確定残 12,000 10,000 50,000

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 6,000 5,000 －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 6,000 5,000 －
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第27回 第28回 第29回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 600,000 900,000 30,000

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 600,000 900,000 30,000

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

第30回 第31回 第32回

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 44,000 30,000 308,000

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 44,000 30,000 308,000

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

（注）　第５回・第６回ストック・オプションにつきましては平成19年３月31日までに全て行使が完了しておりますので

記載を省略しております。
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②　単価情報

第１回 第２回 第３回

権利行使価格　　　　　　（円） 252 18 232

行使時平均株価　　　　　（円） 389 － 358

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第４回 第７回 第８回

権利行使価格　　　　　　（円） 252 287 324

行使時平均株価　　　　　（円） 463 437 410

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第９回 第10回 第11回

権利行使価格　　　　　　（円） 324 324 392

行使時平均株価　　　　　（円） 389 477 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第12回 第13回 第14回

権利行使価格　　　　　　（円） 336 336 315

行使時平均株価　　　　　（円） － 437 367

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第15回 第16回 第17回

権利行使価格　　　　　　（円） 315 333 247

行使時平均株価　　　　　（円） － － 477

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第18回 第19回 第20回

権利行使価格　　　　　　（円） 247 237 273

行使時平均株価　　　　　（円） － 374 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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第21回 第22回 第23回

権利行使価格　　　　　　（円） 273 308 308

行使時平均株価　　　　　（円） － 477 474

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第24回 第25回 第26回

権利行使価格　　　　　　（円） 498 498 466

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

第27回 第28回 第29回

権利行使価格　　　　　　（円） 413 346 336

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） 242 150 199

第30回 第31回 第32回

権利行使価格　　　　　　（円） 336 477 477

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） 220 272 273

（注）第５回・第６回ストック・オプションにつきましては平成19年３月31日までに全て行使が完了しておりますので記

載を省略しております。
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当連結会計年度において付与された第27回から第32回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積

方法は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　　　二項モデル

②　主な基礎数値及び見積方法 

第27回 第28回

株価変動性　         （注）１. 55.514％ 55.441％ 

予想残存期間　       （注）２. － －

予想配当　           （注）３. ２円 ５円

無リスク利子率　     （注）４. 1.890％ 1.819％

第29回 第30回 

株価変動性　         （注）１. 55.455％ 55.391％ 

予想残存期間　       （注）２. － － 

予想配当　           （注）３. ５円 ５円 

無リスク利子率　     （注）４. 1.752％ 1.788％ 

第31回 第32回 

株価変動性　         （注）１. 54.459％ 54.436％ 

予想残存期間　       （注）２. － － 

予想配当　           （注）３. ５円 ５円 

無リスク利子率　     （注）４. 1.580％ 1.575％ 

（注）１. 上場後（平成14年５月）から、各付与日（自　平成18年５月　　至　平成19年３月）の株価実績に基づ

き算定しております。

（注）２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間において行使されるもの

と推定して見積っております。

（注）３．付与日直近の配当実績（平成17年３月期または平成18年３月期）によっております。

（注）４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。　

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。　

４．連結財務諸表への影響額

 販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　139百万円
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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   

たな卸資産 1,531百万円

貸倒引当金 164 

製品保証引当金 305 

賞与引当金 537 

未払費用 437 

減価償却費 50 

ソフトウェア 1,039 

退職給付引当金 2,214 

繰越欠損金 1,793 

その他 1,736 

繰延税金資産小計 9,807 

評価性引当額 △873 

繰延税金資産合計 8,934 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △276 

減価償却費 △329 

無形固定資産 △1,285 

その他 △676 

 繰延税金負債合計 △2,565 

 繰延税金資産の純額 6,368 

繰延税金資産   

たな卸資産 1,089百万円

貸倒引当金 211 

製品保証引当金 109 

賞与引当金 691 

未払費用 599 

減価償却費 △346 

ソフトウェア 401 

退職給付引当金 2,038 

繰越欠損金 1,384 

その他 1,627 

繰延税金資産小計 7,803 

評価性引当額 △1,314 

繰延税金資産合計 6,489 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △147 

減価償却費 △446 

無形固定資産 △2,389 

その他 180 

 繰延税金負債合計 △2,804 

 繰延税金資産の純額 3,685 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

流動資産－繰延税金資産 3,021百万円

固定資産－繰延税金資産 4,255 

流動負債－繰延税金負債 △294 

固定負債－繰延税金負債 △614 

流動資産－繰延税金資産 3,515百万円

固定資産－繰延税金資産 2,826 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 △2,656 

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要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

受取配当、交際費等永久に益金又は損金

に算入されない項目
1.3 

海外子会社税率差異 4.0 

住民税均等割等 0.1 

試験研究費及び外国法人税等の税額控除 △4.5 

未実現利益の税効果未認識部分 △4.8 

連結調整勘定償却に係る税効果 1.8 

組織再編に係る税効果 △0.9 

評価性引当の増額 5.0 

その他 △2.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.0 

３.　　　　　　　　―――――――  

法定実効税率 40.6％

（調整）   

税率変更による繰延税金資産の修正 1.4 

受取配当、交際費等永久に益金又は損金

に算入されない項目
3.1 

海外子会社税率差異 △0.5 

住民税均等割等 1.5 

試験研究費及び外国法人税等の税額控除 △2.9 

評価性引当の増額 3.7 

のれん償却額 1.2 

その他 △0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5 

 

３．当連結会計年度における税率変更

 当連結会計年度において一部の海外子会社の適用対象とし

ている法人税率は変更されました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、

37.7%から36.6%に変更しております。この法定実効税率の

変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額は81百

万円減少し、法人税等調整額は81百万円増加しております。
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（企業結合等関係）

１.相手企業の名称 コーニンクレッカフィリップスエレクトロニクスエヌブイ

２.取得した事業の内容 オーディオ製品の開発・製造・販売 

３.企業結合を行った主な理由 カー・オーディオOEM事業の拡大とAV機器関連事業における競争力向

上 

４.企業結合日 平成19年１月１日 

５.企業結合の法的形式 株式取得 

６.結合後企業の名称 ピーエスエスベルギーエヌブイ

７.取得した議決権比率 100％ 

８.連結財務諸表に含まれている被取得企業業績の

期間 

自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日 

９.被取得企業の取得原価

 　取得原価の内訳

   (1)株式取得費用

 　(2)株式取得に直接要した支出額 

8,645百万円 

 

8,256百万円

389百万円

10.発生したのれんの金額

　 (1)発生原因

　

　 (2)のれんの処理方法 

3,778百万円

今後の事業展開によって期待される将来の収益力に関連して発生した

ものであります。

株式を取得した子会社の所在地国の会計基準である米国会計基準に基

づき処理しております。

11.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負

債の額並びに主な内訳 

流動資産　　　 5,108 百万円

固定資産 4,795  百万円 

　資産計 9,903  百万円 

流動負債 3,209 百万円

固定負債 1,827 百万円

　負債計 5,036 百万円

12.企業結合契約に規定される条件付取得対価の内

容及びそれらの今後の会計処理

(1)条件付取得対価の内容

 

 

(2)会計処理方針 

 

 

取得した事業において、契約に定められたNet Operating Capitalが

一定基準を超過した場合もしくは不足した場合、追加の支払いもしく

は支払額の返金を受ける可能性があります。

また、エスクロー契約を結んでおり4,000千ユーロが預託されており

ます。契約に定められた条件を満たした場合、３期に渡って均等額支

払われることになります。

株式を取得した子会社の所在地国の会計基準にである米国会計基準に

基づき、原則としてのれんの増加もしくは減少として認識いたします。

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 49 －



13.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及

び種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の

加重平均償却期間

無形固定資産に配分された金額

主要な種類別の内訳

  (1)顧客関連資産

  (2)生産技術

全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

　全体

　主要な種類別 

  (1)顧客関連資産

  (2)生産技術 

 

 

3,854百万円

 

2,434百万円

1,342百万円

 

９年 

９年

10年 

14. 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと

仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額

売上高　　　　　17,925百万円

営業利益　　　　 3,885百万円

経常利益　　　　 1,294百万円

 

※上記情報は、連結会計年度開始の日から１年間の連結損益計算書に

及ぼす影響金額を示しております。なお実際に期首に行われた場合の

連結会社の経営成績を示すものではありません。 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
AV機器関連事
業（百万円）

デジタル・
ネットワーク
関連事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 84,540 4,772 89,312 － 89,312

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 84,540 4,772 89,312 － 89,312

営業費用 80,177 5,528 85,705 － 85,705

営業利益又は営業損失（△） 4,364 △756 3,606 － 3,606

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 55,868 5,577 61,445 2,009 63,454

減価償却費 2,087 69 2,156 － 2,156

資本的支出 1,756 79 1,835 － 1,835

　（注） １．事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた2,009百万円は、主に親会社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

３．各事業区分の主な製品

 主要製品

AV機器関連事業

ステレオアンプ、AVレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、

MDデッキ、CDプレーヤー、CDレコーダー、ビデオCDプレーヤー、DVDプレー

ヤー、システムオーディオ、DLPプロジェクター、MOレコーダー、ICメモ

リー、電子ピアノ、業務用カラオケ機器、DJ機器、長時間通話録音装置、設

備音響機器、映像監視システム

デジタル・ネットワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・マネー

ジャー、パーソナルビデオレコーダー、ポータブルオーディオプレーヤー
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当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
AV機器関連事
業（百万円）

デジタル・
ネットワーク
関連事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 97,745 2,294 100,039 － 100,039

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 97,745 2,294 100,039 － 100,039

営業費用 91,920 2,336 94,257 － 94,257

営業利益又は営業損失（△） 5,824 △41 5,782 － 5,782

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 73,937 3,435 77,372 1,605 78,978

減価償却費 2,343 43 2,386 － 2,386

資本的支出 2,105 47 2,153 － 2,153

　（注） １．事業区分の方法

当社の事業区分は、当企業グループが採用している売上集計区分であります。

２．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた1,605百万円は、主に親会社での余資運

用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。

３．各事業区分の主な製品

 主要製品

AV機器関連事業

ステレオアンプ、AVレシーバー、チューナー、スピーカー、テープデッキ、

MDデッキ、CDプレーヤー、CDレコーダー、ビデオCDプレーヤー、DVDプレー

ヤー、システムオーディオ、DLPプロジェクター、MOレコーダー、業務用カラ

オケ機器、DJ機器、長時間通話録音装置、設備音響機器

デジタル・ネットワーク

関連事業

ネットワーク・メディア・サーバー、ネットワーク・メディア・エクステン

ダー、パーソナルビデオレコーダー
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ｂ．所在地別セグメント情報

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

 売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
21,957 37,866 24,137 5,351 89,312 － 89,312

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
39,665 66 － 4,639 44,371 (44,371) －

計 61,622 37,932 24,137 9,990 133,683 (44,371) 89,312

営業費用 60,946 34,585 24,417 9,951 129,900 　(44,195) 85,705

営業利益又は営業損失

（△）
675 3,347 △280 39 3,782 (176) 3,606

Ⅱ　資産 46,889 43,636 9,916 12,556 112,999 (49,544) 63,454

　（注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米州・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア・・・・中国、シンガポール

３．前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、176百

万円であり、その主なものは、親会社の管理部門等に係る費用であります。

４．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,009百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産であります。

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 53 －



 
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

 売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
16,455 44,029 32,559 6,994 100,039 － 100,039

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
47,644 1,100 － 9,854 58,599 (58,599) －

計 64,099 45,129 32,559 16,849 158,639 (58,599) 100,039

営業費用 61,220 42,452 32,080 16,927 152,680 (58,423) 94,257

営業利益又は営業損失

（△）
2,879 2,677 479 △77 5,958 (176) 5,782

Ⅱ　資産 45,990 62,484 24,985 19,168 152,629 (73,650) 78,978

　（注） １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な地域の内訳は、次のとおりであります。

米州・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア・・・・中国、シンガポール

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、176百

万円であり、その主なものは、親会社の管理部門等に係る費用であります。

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,605百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産であります。
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ｃ．海外売上高

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 37,866 24,137 7,203 69,206

Ⅱ　連結売上高（百万円）    89,312

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
42.4 27.0 8.1 77.5

  （注） １.　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２.　各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

米州・・・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア他・・・・・中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

３.　海外売上高は、当社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上

高の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。

 
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 米州 欧州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 44,029 32,559 7,399 83,989

Ⅱ　連結売上高（百万円）    100,039

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
44.0 32.5 7.4 84.0

  （注） １.　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２.　各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

米州・・・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・・・オランダ、フランス、ドイツ、イギリス

アジア他・・・・・中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア

３.　海外売上高は、当社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上

高の合計額（ただし、連結会社間の内部売上は除く）であります。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要

株主

コーニンク

レッカフィ

リップスエ

レクトロニ

クスエヌブ

イ

オランダ

アイント

ホーベン

市

百万ユーロ

263

電子応用

機器の製

造販売

直接　　 

(12.63)

兼任

１名
－

 ロイヤリティー

の支払
90 未払費用 18

親会

社の

子会

社

 アールエイ

チジェイイ

ンターナ

ショナル

ユーエスマ

ネージメン

ト

アメリカ

デラウェ

ア州

USドル

10
投資事業 － 　　－ －

子会社買収に

関わる手数料

の支払 

224 （注3） －

注 1.　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 個別の契約に基づいて決定しております。

注２.　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

注３.　上記の金額のうち、買収に要した費用として支払済みであり、当該取引金額は営業権に含まれております。

 

 

２．役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(付与個数)

科目
期末残高
(百万円)
(付与個数)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員

ヴィクター・

ジェイ・ペイ

コー

－ －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(200千個) － (500千個)

役員 石橋善一郎 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(150千個) － (150千個)

役員 本村直之 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(20千個) － (35千個)

役員 浅野恭文 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(15千個) － (115千個)

取引条件及び取引条件の決定方針等

　新株予約権の付与については、平成17年６月28日株主総会特別決議に基づいております。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要

株主

コーニンク

レッカフィ

リップスエ

レクトロニ

クスエヌブ

イ

オランダ

アイント

ホーベン

市

百万ユーロ

263

電子応用

機器の製

造販売

直接　　 

(12.45)

兼任

１名
－

ロイヤリ

ティーの支払

 

事業の買収

97

 

 

8,256

 
 未払費用

 
投資その他の

資産

「その他」 

 20

 

 

624

 注 1.　取引条件及び取引条件の決定方針等

個別の契約に基づいて決定しております。

注２.　事業の買収条件等につきましては「企業結合等関係」に記載のとおりであります。

２．役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)
(付与個数)

科目
期末残高
(百万円)
(付与個数)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員
エリック・シー・

エヴァンズ
－ －

当社取締

役
－ － －

新株予約権

付与

(1,500千

個)
－

(1,500千

個)

役員
イー・ウィリア

ム・ベームラー
－ －

社外取締

役
－ － －

新株予約権

付与
(４千個) － (４千個)

役員 本村直之 － －
当社執行

役
－ － －

新株予約権

付与
(  15千個) － (  50千個)

取引条件及び取引条件の決定方針等

　新株予約権の付与については、株主総会特別決議及び取締役会決議に基づいております。

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 57 －



（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 295円　60銭 329円  93銭

１株当たり当期純利益 27円　23銭   32円  89銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 26円　58銭   31円  92銭

　（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は以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益   

連結損益計算書上の当期純利益 2,397百万円      2,918百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 2,397百万円      2,918百万円

普通株式の期中平均株式数 88,054千株       88,725千株

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － －

普通株式増加数 2,135千株      2,712千株

（うち新株予約権） ( 2,135千株） (      2,712千株）

 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）

株主総会の特別決議日

平成15年６月26日

（新株予約権　370,000個）

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成17年６月28日

(新株予約権683,000個）

 

株主総会の特別決議日

平成17年６月28日

（新株予約権　33,000個）

取締役会の決議日

平成19年２月22日

（新株予約権338,000個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．平成18年４月６日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　　　　　　　　50,000個

発行する株式の種類及び数　　　　普通株式　50,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　466円

発行価額中資本に組み入れない額  発行価額の２分の１ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　平成18年４月18日

新株の配当起算日　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する連結会

計年度の前連結会計年度の終わりにおいて、新株の発行があったもの

としてこれを支払う。

２．平成18年４月25日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　　　　　　　　600,000個

発行する株式の種類及び数　　　　普通株式　600,000株

発行価額　　　　　　　　　　　　413円

発行価額中資本に組み入れない額　発行価額の２分の１ただし円未満切り捨て

発行日　　　　　　　　　　　　　平成18年５月２日

新株の配当起算日　　　　　　　　本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する連結会

計年度の前連結会計年度の終わりにおいて、新株の発行があったもの

としてこれを支払う。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（資産の部）         
Ⅰ　流動資産         

1.  現金及び預金 ※6  10   598  587

2.  受取手形 ※9  173   198  24

3.  売掛金 ※6,7  6,161   5,945  △215

4.  製品   2,166   1,745  △421

5.  半製品   115   33  △82

6.  原材料   843   657  △186

7.  仕掛品   508   333  △174

8.  貯蔵品   794   795  1

9.  前渡金   11   42  31

10. 前払費用   186   182  △3

11. 繰延税金資産   1,324   971  △352

12. 関係会社短期貸付金   89   477  388

13. 関係会社未収金   3,250   3,534  283

14. その他   692   703  10

15. 貸倒引当金   △196   △137  59

流動資産合計   16,132 30.9  16,083 26.9 △48

Ⅱ　固定資産         

1. 有形固定資産         

(1)  建物 ※1,6  783   1,323  540

(2)  構築物 ※1  9   15  5

(3)  機械装置 ※1  98   116  17

(4)  工具器具及び備品 ※1  844   717  △126

(5)  土地 ※6  1,246   1,299  52

(6)  建設仮勘定   704   －  △704

有形固定資産合計   3,686 7.0  3,471 5.8 △215

2.  無形固定資産         

  (1)  借地権   1,056   1,056  －

  (2)  商標権   414   333  △81

  (3)  ソフトウェア　　   328   231  △96

(4)  その他   17   17  －

無形固定資産合計   1,816 3.5  1,638 2.7 △178

3. 投資その他の資産         

(1)  投資有価証券   1,424   703  △721

(2)  関係会社株式   8,465   17,640  9,174

(3)  関係会社長期貸付金   17,591   17,602  10

(4)  長期前払費用   144   73  △70

(5)  繰延税金資産   2,487   2,195  △292

(6)  その他   705   533  △172

(7)  貸倒引当金   △170   △40  130

投資その他の資産合計   30,649 58.6  38,708 64.6 8,058

固定資産合計   36,152 69.1  43,818 73.2 7,665

Ⅲ　繰延資産         

1.  創立費   5   －  △5

繰延資産合計   5 0.0  － － △5

資産合計   52,290 100.0  59,901 100.0 7,611
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

1.  買掛金 ※7  6,763   6,144  △619

2.  短期借入金 ※4,5,6  859   －  △859

3.  一年内返済予定
長期借入金

※5  600   600  －

4.  関係会社短期借入金   2,372   3,211  839

5.  未払金   1,176   541  △634

6.  関係会社未払金   2,005   542  △1,462

7.  未払費用   1,834   1,439  △394

8.  未払法人税等   873   449  △423

9.  前受金 ※7  －   667  667

10. 賞与引当金   321   410  88

11. 製品保証引当金   248   214  △33

12. その他   89   51  △38

流動負債合計   17,143 32.8  14,272 23.8 △2,871

Ⅱ　固定負債         

1.  社債   －   10,000  10,000

2.  長期借入金 ※5  6,900   6,300  △600

3.  退職給付引当金   5,356   4,893  △463

4.  役員退職慰労引当金   83   104  21

5.  その他   92   123  31

固定負債合計   12,432 23.8  21,421 35.8 8,989

負債合計   29,575 56.6  35,694 59.6 6,118

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※2  3,279 6.3  －  －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  15,523   －   －

資本剰余金合計   15,523 29.7  －  －

Ⅲ　利益剰余金         

1. 利益準備金  142   －   －

2. 当期未処分利益  3,391   －   －

利益剰余金合計   3,533 6.7  －  －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  403 0.7  －  －

Ⅴ　自己株式 ※3  △25 △0.0  －  －

資本合計   22,714 43.4  －  －

負債資本合計   52,290 100.0  －  －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
増減

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　　1.  資本金   － －  3,409 5.6 －

　　2.  資本剰余金         

　　資本準備金  －   15,653   －

資本剰余金合計   － －  15,653 26.1 －

　　3.  利益剰余金         

　  (1) 利益準備金  －   142   －

　　(2) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   4,685   －

利益剰余金合計   － －  4,827 8.1 －

　　4. 自己株式   － －  △32 △0.0 －

株主資本合計   － －  23,858 39.8  

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　1. その他有価証券
評価差額金

  － －  215 0.4 －

　　2. 繰延ヘッジ損益   － －  △5 △0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  210 0.4 －

Ⅲ　新株予約権   － －  139 0.2 －

純資産合計   － －  24,207 40.4 －

負債純資産合計   － －  59,901 100.0 －

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 62 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
増減

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅰ　売上高 ※1  56,071 100.0  57,710 100.0 1,639

         

Ⅱ　売上原価         

製品期首たな卸高  775   2,166    

当期製品仕入高及び当期
製品製造原価

※1 45,975   44,119    

合計  46,750   46,286    

製品期末たな卸高  2,564 44,186 78.8 1,745 44,540 77.2 354

売上総利益   11,884 21.2  13,170 22.8 1,285

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2,3  11,701 20.9  10,749 18.6 △952

営業利益   183 0.3  2,421 4.2 2,237

Ⅳ　営業外収益         

1.  受取利息 ※1 356   461    

2.  受取配当金  9   14    

3.  為替差益  －   110    

4.  その他  33 399 0.7 31 618 1.1 218

Ⅴ　営業外費用         

1.  支払利息 ※1 225   179    

2.  社債利息  －   66    

3.  クレジットアレンジ
メントフィー償却

 69   69    

4.  創立費償却  185   5    

5.  社債発行費  －   65    

6.  その他  56 536 1.0 50 436 0.8 △99

経常利益   46 0.1  2,602 4.5 2,556

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 63 －



  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 
増減

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

Ⅵ　特別利益         

1. 土地建物売却益  9,305   76    

2. 過年度マネージメント
サービスフィー収入
 

※1 －   619    

3. 投資有価証券売却益  －   341    

4. 貸倒引当金戻入益  －   190    

5. 補償金負担損失戻入益  －   72    

6. その他  198 9,504 16.9 － 1,300 2.3 △8,203

Ⅶ　特別損失         

1. 前期売上修正損 ※1 －   214    

2. 事業撤退損失  1,813   －    

3. 組織再編費用  347   －    

 4. 欧州環境規制に係る
たな卸資産廃棄損等

 －   358    

5. たな卸資産評価損  107   －    

6. その他 ※4 513 2,781 5.0 73 646 1.1 △2,135

税引前当期純利益   6,768 12.1  3,256 5.6 △3,512

法人税、住民税及び事業
税

 1,043   651    

法人税等追徴税額  －   91    

法人税等調整額  1,476 2,519 4.5 777 1,520 2.6 △999

当期純利益   4,248 7.6  1,736 3.0 △2,512

前期繰越利益   386   －  －

合併受入未処理損失   △666   －  －

抱合せ株式消却損   △576   －  －

当期未処分利益   3,391   －  －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

取締役会承認年月日
（平成18年５月17日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,391

Ⅱ　利益処分額
　1. 配当金

 
 

442
 

442

Ⅲ　次期繰越利益   2,949
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,279 15,523 15,523 142 3,391 3,533 △25 22,310

事業年度中の変動額

新株の発行 130 130 130     260

剰余金の配当（注）     △442 △442  △442

当期純利益     1,736 1,736  1,736

自己株式の取得       △7 △7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

130 130 130 － 1,293 1,293 △7 1,547

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,409 15,653 15,653 142 4,685 4,827 △32 23,858

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

403 － 403 － 22,714

事業年度中の変動額      

新株の発行     260

剰余金の配当（注）     △442

当期純利益     1,736

自己株式の取得     △7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△187 △5 △193 139 △54

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△187 △5 △193 139 1,493

平成19年３月31日　残高
（百万円）

215 △5 210 139 24,207

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

 

その他の有価証券

 a 時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価

法であり、評価差額は全部資本直入法

により処理しております。　

その他の有価証券

 a 時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価

法であり、評価差額は全部純資産直入

法により処理しております。　

 

 

 

 b 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。

 

 b 時価のないもの

同左

 

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 a 製品・半製品

先入先出法に基づく原価法を採用して

おります。

 a 製品・半製品

同左

 

 

 b 材料・仕掛品 

移動平均法に基づく原価法を採用して

おります。 

 

 b 材料・仕掛品 

同左

 

３　デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び

債務）の評価基準及び評

価方法 

 

時価法

 

同左

 

４　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法

によっております。金型については、生

産高比例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。

 

有形固定資産

同左

 

  　建物　　　　　　  ９年～42年

 　構築物　　　　　  ５年～25年

 　機械装置　　　    ４年～10年

 　工具器具及び備品  ２年～10年

 　その他　　　      ４年

 

 

 　

 　

 　

 

 

 

 

無形固定資産

ソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

無形固定資産

同左

 

 

商標権については定額法（10年）で償

却しております。

 

同左

 

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 67 －



項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５　繰延資産の処理方法

 

創立費

商法施行規則の規定により毎期均等額

（５年）を償却しております。

創立費

毎期均等額(５年)を償却しております。

 

 

 

 ―――――――

 

社債発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 

６　引当金の計上基準

 

貸倒引当金

債権の貸倒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る計算

額を、貸倒懸念債権等の特定の債権につ

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。

 

貸倒引当金

同左

 

 

 

退職給付引当金

 平成17年４月１日付での株式会社デノン、

日本マランツ株式会社との合併により、

退職給付引当金を計上しております。

　確定給付型の制度として厚生年金基金

制度及び適格退職年金制度を採用してお

りましたが、厚生年金基金制度につきま

しては平成16年１月に解散しました。ま

た、平成16年２月に従来の確定給付型年

金制度から確定拠出年金制度に移行した

ことに伴い、適格退職年金制度を廃止し

ました。

　廃止した適格退職年金制度に関わる年

金資産は分配し、年金資産が不足する過

去勤務分の退職金は退職給付引当金とし

て認識して退職時に従業員に支払いま

す。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により翌事業年度から費

用処理する事としております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理する事として

おります。

 

退職給付引当金

 平成16年２月より確定拠出年金制度を

採用しております。これに伴い適格退職

年金制度を廃止し、年金資産が不足する

過去勤務債務は退職給付引当金として認

識しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により翌事業年度から費

用として処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用として処理してお

ります。

 

 

 

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

役員退職慰労引当金

同左

 

 

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度に対応する金

額を計上しております。

賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６　引当金の計上基準

 

製品保証引当金

販売製品の無償サービス費用の支出に

備えるため、売上に対する保証実績率に

基づき、当事業年度末において必要額を

計上しております。

 

製品保証引当金

同左

７　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

８　ヘッジ会計の方法

 

①　ヘッジ会計の方法

外貨建債権債務のうち、為替予約が

付されているものについては、振当処

理を行っております。また、外貨建予

定取引の為替リスクのヘッジについて

は繰延ヘッジ処理を行っております。

金利スワップについてヘッジ会計の要

件を満たしている場合は繰延ヘッジ処

理を行っております。ただし、特例処

理の要件を満たしている場合は、特例

処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…先物為替予約

金利スワップ　

ヘッジ対象…外貨建債権債務、長期借

入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

 

③　ヘッジ方針

社内管理規定に従い、相場の変動に

よるリスクを軽減するために、デリバ

ティブ取引を行なうこととしておりま

す。

③　ヘッジ方針

同左

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの固定化・変動の回避と

の相関関係が継続的に存在することが

明らかであることから、ヘッジ会計適

用によるヘッジの有効性の評価は不要

の為、行っておりません。

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

９　消費税等の会計処理 消費税等については、税抜方式により処

理しております。

 

同左

10　連結納税制度の適用 当事業年度から連結納税制度を適用して

おります。

連結納税制度を適用しております。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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」（企業会計基準適用指針第

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。

 ―――――――

 ―――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は24,074百万

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ―――――――

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前純利益は、そ

れぞれ139百万円減少しております。

 ―――――――

 

（役員賞与に関する会計基準）

 　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号　平成17年11月29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。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(貸借対照表）

 　前事業年度まで製品保証引当金を流動負債の「その他」

に含めておりましたが、合併による金額の増加で重要性が

高まったため、当事業年度より区分掲記しました。なお、

前事業年度に「その他」に含まれていた製品保証引当金の

金額は８百万円であります。

(貸借対照表）

　前事業年度まで流動負債の「その他」に含めておりまし

た「前受金」は、金額的重要性が高まったため、当事業年

度より区分掲記しました。なお、前事業年度に「その他」

に含まれていた前受金の金額は２百万円であります。

 

(損益計算書）

 　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めており

ました「クレジットアレンジメントフィー償却」は、金額

的重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しまし

た。なお、前事業年度に「その他」に含まれていたクレ

ジットアレンジメントフィー償却の金額は16百万円であり

ます。

(損益計算書）

 　前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めており

ました「為替差益」は、金額的重要性が高まったため、当

事業年度より区分掲記しました。なお、前事業年度に「そ

の他」に含まれていた為替差益の金額は７百万円でありま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,383百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,325百万円

※２　会社が発行する株式の総数 ※２　　　　　　　　―――――――

 普通株式 348,261,120株

発行済株式総数 普通株式 88,496,228株

※３　自己株式の保有数 ※３　　　　　　　　―――――――

普通株式  87,093株

※４　コミットメントライン

当社は、運転資金の効率的な調達を行うためコミッ

トメントラインを主幹事のみずほ銀行、三井住友銀

行と締結しております。

※４　コミットメントライン

当社は、運転資金の効率的な調達を行うためコミッ

トメントラインを主幹事のみずほ銀行、三井住友銀

行と締結しております。

(百万円) (百万円)

コミットメントライン契約の

総額
11,000

借入実行残高 －

未実行残高 11,000

コミットメントライン契約の

総額
11,000

借入実行残高 －

未実行残高   11,000

※５　財務制限条項

上記コミットメントライン及び株式会社みずほ銀行

を主幹事とするシンジケートローンについては財務

制限条項が付されておりますが、当社グループはこ

の財務制限条項に従っております。

※５　財務制限条項

同左

※６　担保に供されている資産は次のとおりです。 ※６　担保に供されている資産は次のとおりです。

(1）担保資産　　　　　　　　　　　　　(百万円) (1）担保資産　　　　　　　　　　　　　(百万円)

土地 970

建物 204

売掛金 489

合計 1,664

預金 531

土地 970

建物 194

売掛金 528

合計 2,224

(2）上記担保は、コミットメントライン契約に対す

　　るものであります。　　　　

(2）上記担保は、コミットメントライン契約に対す

　　るものであります。　　　　

※７　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

※７　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

(百万円) (百万円)

売掛金 5,435

買掛金 136

 

売掛金 5,440

買掛金 280

前受金 655
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

 ※８　　　　　　　　――――――― ※８　偶発債務

下記連結子会社と金融機関との取引に係る債務保証

を行っております。

保証先  金額（百万円）

・ディーアンドエムヨーロッパビーブイ

・ディーアンドエムフランスエスエーエス

・ディーアンドエムジャーマニーゲーエム

ベーハー

・ディーアンドエムオーディオビジュアル

リミテッド

・ピーエスエスベルギーエヌブイ及びその

子会社

・ディーアンドエムホールディングスユー

エスインク及びその子会社

 

3,501 

・デノンアジアカンパニーリミテッド 314

・ディーアンドエムエレクトロニクスシン

ガポールプライベートリミテッド

54

合計 3,870

 

※９　　　　　　　　――――――― ※９　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決算処理しております。なお、当期末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

　　受取手形　　　　　　　　　　　５百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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。

※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。

 （百万円）

売上高（商品の引渡） 50,458

仕入高 9,264

受取利息 337

支払利息 8

 　　

  

 （百万円）

売上高（商品の引渡） 54,485

仕入高 9,866

マネージメント

　サービスフィー
1,310

受取利息 452

支払利息 1

過年度マネージメント

　サービスフィー収入 
619

前期売上修正損 214

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

 （百万円）

役員報酬 277

従業員給与 2,787

リース料  350

賞与 773

賞与引当金繰入額  321

支払報酬 210

業務委託費 931

販売促進費 321

製品修理費 521

運賃保管料 1,198

特許使用料  815

減価償却費 389

  

おおよその割合  

販売費 12.2％

一般管理費     87.8％

 （百万円）

役員報酬 143

従業員給与 2,636

リース料 309

賞与 484

賞与引当金繰入額 410

支払報酬 167

業務委託費 851

販売促進費 113

製品修理費 398

運賃保管料 1,208

特許使用料 917

減価償却費 382

  

おおよその割合  

販売費 17.4％

一般管理費 82.6％

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は、4,346百万円

であります。

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は、4,907百万円

であります。

※４　その他の特別損失の内訳は次のとおりでありま

す。 

※４                 ――――― 

 （百万円） 

投資有価証券評価損 100 

過年度特許料 116 

過年度販売製品（回線補償器）

補償金負担による損失  

 

110 

早期割増退職金 83 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 87 17 － 104

合計 87 17 － 104

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

  

機械装置及び運搬具　　　　　　　　　(百万円) 機械装置及び運搬具　　　　　　　　　(百万円)

取得価額相当額 253

減価償却累計額相当額 80

期末残高相当額 173

取得価額相当額 757

減価償却累計額相当額 228

期末残高相当額 529

 　 工具器具備品  　 工具器具備品

取得価額相当額 97

減価償却累計額相当額 48

期末残高相当額 48

取得価額相当額 165

減価償却累計額相当額 90

期末残高相当額 74

無形固定資産 無形固定資産

取得価額相当額 866

減価償却累計額相当額 411

期末残高相当額 454

取得価額相当額 1,020

減価償却累計額相当額 628

期末残高相当額 392

合計 合計

取得価額相当額 1,216

減価償却累計額相当額 540

期末残高相当額 676

取得価額相当額 1,943

減価償却累計額相当額 947

期末残高相当額 996

②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円) ②　未経過リース料期末残高相当額　　　　(百万円)

１年以内 251

１年超 444

合計 695

１年以内 367

１年超 661

合計 1,028

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

(百万円)　 (百万円)　

支払リース料 328

減価償却費相当額 307

支払利息相当額 25

支払リース料 410

減価償却費相当額 388

支払利息相当額 28

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

定額法により算定しております。

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 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円) 未経過リース料　　　　　　　　　　　(百万円)

１年以内 1

１年超 －

合計 1

１年以内 28

１年超 13

合計 42

㈱ディーアンドエムホールディングス（6735）平成 19 年３月期決算短信

－ 76 －



（有価証券関係）

前事業年度（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。

当事業年度（平成19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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31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）  (百万円)

繰延税金資産（流動）   

未払費用 409 

賞与引当金 374 

製品評価引当金 100 

その他 441 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 2,174 

その他 589 

繰延税金資産合計 4,088 

（繰延税金負債）

 繰延税金負債（固定）

  

その他有価証券評価

差額金 
△276

 

繰延税金負債合計 △276 

繰延税金資産の純額 3,812 

（繰延税金資産）  (百万円)

繰延税金資産（流動）   

未払費用 271 

賞与引当金 436 

その他 263 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 1,986 

減価償却費超過額 308 

その他 164 

繰延税金資産小計 3,431 

評価性引当額 △116 

繰延税金資産合計 3,315 

（繰延税金負債）

 繰延税金負債（固定）

  

その他有価証券評価

差額金 
△147

 

繰延税金負債合計 △147 

繰延税金資産の純額 3,167 

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内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

住民税均等割等 0.2 

研究開発費税額控除 △2.7 

過年度法人税等の修正 △1.3 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.2 

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.6 

住民税均等割等 0.3 

試験研究費税額控除 △5.0 

過年度法人税等の修正 2.8 

評価性引当額 3.6 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 256円93銭 269円21銭

１株当たり当期純利益 48円25銭   19円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 47円10銭   18円99銭

　（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。

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 　4,248百万円 　     1,736百万円

普通株式に係る当期純利益 4,248百万円      1,736百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式の期中平均株式数 88,054千株       88,725千株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数 2,135千株      2,712千株

（うち新株予約権） ( 2,135千株） ( 2,712千株）

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）

株主総会の特別決議日

平成15年６月26日

（新株予約権370,000個）

（新株予約権）

株主総会の特別決議日

平成17年６月28日

　(新株予約権683,000個）

 

株主総会の特別決議日

平成17年６月28日

（新株予約権33,000個）

取締役会の決議日

平成19年２月22日

 （新株予約権338,000個）
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　平成18年４月６日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数　 50,000個

発行する株式の種類及び数　 普通株式　50,000株

発行価額　　　　　 466円

発行価額中資本に組み入れない額　発行価額の２分の１　ただし円未満切り捨て

発行日　　　　 平成18年４月18日

新株の配当起算日　 本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する事業

年度の前事業年度の終わりにおいて、新株の発行があったものとし

てこれを支払う。

  

２　平成18年４月25日の取締役会において下のとおり新株予約権の発行が決議されました。

新株予約権の総数 600,000個

発行する株式の種類及び数 普通株式　600,000株

発行価額 413円

発行価額中資本に組み入れない額 発行価額の２分の１　ただし円未満切り捨て

発行日 平成18年５月２日

新株の配当起算日 本新株予約権の権利行使として全額の払込をしたときの属する事業

年度の前事業年度の終わりにおいて、新株の発行があったものとし

てこれを支払う。

 

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 当社は委員会設置会社であるため、役員の任期は１年であります。

 

　　　代表者の異動

  　　　　該当事項はありません。

 

  　　その他の役員の異動

 　　　　①就任予定取締役

 　　　　　エリック・シー・エヴァンズ（現任）

 　　　　　ヴィクター・ジェイ・ペイコー（現任）

 　　　　　佐藤卓（現任）

 　　　　　ヘルマン・ジー・デハーン（現任）

 　　　　　本多慶行（現任）

 　　　　　イー・ウィリアム・ベームラー（現任）

 　　　　　リチャード・シレフス

 　　　　　富村隆一

 　　　　　ブラッド・ディー・ペロー

 

 　　　　②退任予定取締役

 　　　　　株本辰夫（現　取締役代表執行役）

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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