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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 79,259 2.7 6,498 16.2 6,750 15.5 3,550 15.4
21年3月期 77,198 6.0 5,592 15.5 5,844 16.7 3,075 29.5

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 167.26 166.91 8.4 10.4 8.2
21年3月期 144.89 144.64 7.8 9.5 7.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 67,517 44,518 64.8 2,061.12
21年3月期 62,809 41,482 65.0 1,924.01

（参考） 自己資本   22年3月期  43,751百万円 21年3月期  40,835百万円

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

22年3月期 9,388 △3,653 △915 16,145
21年3月期 7,717 △6,875 △1,301 11,325

2.  配当の状況 

（注）22年３月期期末配当金の内訳  普通配当 15円00銭  創立55周年記念配当 10円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 12.50 ― 17.50 30.00 636 20.7 1.6
22年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 849 23.9 2.0

23年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 23.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

41,200 1.8 4,100 2.1 4,210 1.9 2,160 5.2 101.76

通期 81,000 2.2 6,780 4.3 7,000 3.7 3,600 1.4 169.60
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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）  無  

(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） 

〔(注) 詳細は、22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」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔(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、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。〕 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 22,007,363株 21年3月期 22,007,363株

② 期末自己株式数 22年3月期  780,344株 21年3月期  783,464株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 66,720 3.2 4,054 15.3 4,634 14.4 2,682 10.8
21年3月期 64,624 6.0 3,514 52.8 4,050 41.9 2,420 72.4

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

22年3月期 126.36 126.10
21年3月期 114.07 113.87

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

22年3月期 57,451 36,077 62.7 1,696.98
21年3月期 53,908 34,047 63.1 1,602.30

（参考） 自己資本 22年3月期  36,021百万円 21年3月期  34,007百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含ま
れています。そのため実際の業績は、様々な要因の変化によって予想数値とは異なる場合がありうることをご承知おきください。なお、上記業績予想に関
する事項は、添付資料の４ページを参照してください。 

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

第2四半期 
累計期間 34,600 1.7 2,700 3.2 3,150 2.6 3,650 109.6 171.95

通期 67,930 1.8 4,320 6.6 4,970 7.3 4,730 76.4 222.83
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①当期の経営成績 

 医療業界においては、国民医療費が高齢化の進行や医療技術の進歩を背景に過去最高を更新する中

で、医療の質の向上や効率化に向けた各種制度改革が実施されています。 

当期の受託臨床検査業界は、２年毎に実施されている診療報酬改定の年度に当たらず、臨床検査に係る

保険点数（公定価格）の引き下げがなかったことから、受託価格は比較的安定して推移しました。また

第3四半期においては、新型インフルエンザの感染拡大による他疾患の患者の受診控えから受託検体数

が伸び悩む局面がありましたが、第4四半期以降インフルエンザのピークアウトと伴に、受託検体数は

回復基調を辿りました。 

  こうした環境の下、当社グループは、臨床検査事業については、引き続きクリニック市場のシェア拡

大を図ると共に、大型施設へのFMS／ブランチラボ方式（検査機器・システムなどの賃貸と運営支援／

院内検査室の運営受託）による提案営業により、事業基盤の拡大を図りました。当期の検査数量は順調

に増加し、受託価格についても小幅の下落に留まったことから、同事業の売上高は前年同期比2.8％増

加しました。利益面についても、増収及び数量効果により増益を確保しました。また、前年度にBML総

合研究所（埼玉県川越市）にて完成した自動分注の新システム（新フロンティア）の本格稼働により、

翌日報告できる検査領域の拡大などユーザーサービスの向上に努めています。 

  その他検査事業については、食品衛生事業を営む㈱BMLフード・サイエンスが、景気悪化によるクラ

イアント企業の経費絞込みの影響等により、食品コンサルティングを中心に受託が減少し、損益面でも

大幅な減益となりました。なお、前年度期中に買収した食品衛生事業を営む㈱キュー・アンド・シー

が、当期は年間で寄与したことから、事業全体の売上高では、微減収に留まっています。 

  医療情報システム事業については、診療所版電子カルテ「メディカルステーション」（以下「MS」と

いう。）の販促活動に関して、組織改編により臨床検査事業と医療情報システム事業が一体となった営

業活動を展開しました。売上高については、新規設置及びリプレース関連売上に加え、レセプト電算化

に対して補助金の交付が決定されたことで、対応ソフトウェアの販売が好調となり、7.1％の増収とな

りました。また、事業の損益についても、同ソフトウェアは採算が良く、前期の黒字転換から利益幅が

拡大しました。 

  その他事業については、SMO※/CRO※ 事業を営む㈱アレグロが、案件受託が低調に推移し、減収減

益となりました。 

これらの結果、当期連結業績は、売上高79,259百万円（前期比2.7％増）、営業利益6,498百万円（前期

比16.2％増）、経常利益6,750百万円（前期比15.5％増）、当期純利益3,550百万円（前期比15.4％増）

となりました。 

※SMO：特定の医療機関（治験実施施設）と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関をい

う。 

※CRO：医薬品の開発において、製薬メーカーが行なう治験に関わる様々な業務の全て又は一部を代

行・支援する機関をいう。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

 医療業界は、産科、小児科医療等の充実や病院勤務医の負担の軽減、また後発医薬品の使用促進など

医療の再建や効率化に向けた各種医療政策が打ち出されています。また、臨床検査業界においては、2

年に一度の診療報酬改定の年度に当たります。今般の臨床検査に係る保険点数は、平均でプラス2.5％

の改定となりましたが、遺伝子検査が大幅に引き上げられた反面、ルーチン検査である生化学的検査の

包括項目（マルメ）については、約5％引き下げられました。こうした環境の下、引き続き受託価格の

維持・適正化に努めると共に、大型施設への提案営業及びクリニック市場のシェア拡大によりユーザー

の裾野拡大に努めてまいります。 

  食品衛生事業については、クライアント企業の経費削減の影響が残るものの市場開拓と業務改善など

生産性向上に努め、業績回復を目指します。 

電子カルテについては、平成22年2月に㈱EMシステムズと共同開発会社を設立し、新バージョン電子カ

ルテの開発に着手しました。新電子カルテは、機能を抑えた低価格のモデルで次期下期でのリリースを

予定しており、従来のMSと合わせて、ユーザー需要を取り込んでまいります。 

 このような状況の下、平成23年3月期の連結業績は、売上高81,000百万円、営業利益6,780百万円、経

常利益7,000百万円、当期純利益3,600百万円を見込んでいます。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当期末の財政状態は、総資産67,517百万円（前期末比4,708百万円増）、純資産44,518百万円（前期

末比3,036百万円増）、自己資本比率64.8％（前期末比0.2%減）となっています。主な増減項目は、資

産の部では、流動資産で、現金及び預金が4,811百万円の増加、有形固定資産で、減価償却により建物

及び構築物が291百万円、工具器具及び備品が763百万円それぞれ減少する一方、リース資産が467百万

円増加しています。また無形固定資産で、のれんが252百万円減少しています。負債の部では、流動負

債で、仕入債務が380百万円、固定負債で、長期リース債務が366百万円それぞれ増加しています。純資

産の部では、利益剰余金が2,856百万円増加しています。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ4,819百万円増加し、16,145百万円とな

りました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は以下のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは9,388百万円の収入となり、前期に比べ1,670百万円増加しまし

た。これは、税金等調整前当期純利益が834百万円増加したことや、減価償却費が564百万円増加したこ

となどによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、3,653百万円の支出となり、前期に比べ3,222百万円減少しま

した。これは、検査機器等への設備投資により有形固定資産の取得が2,705百万円減少したことなどに

よるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、915百万円の支出となり前期に比べ385百万円減少しました。

これは、前期行なった長期借入金の返済による支出625百万円が、当期はなかったことなどによるもの

です。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 （注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 
 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しています。 
 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 
 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債    

を対象としています 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（倍） 61.9 63.5 64.0 65.0 64.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

82.9 88.9 63.5 61.9 77.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

49.3 47.9 25.4 22.9 24.0

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

107.1 103.1 222.3 272.7 250.3
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当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な

経営基盤の確保と資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては、安定配当の維持・継続を

基本方針としつつ、連結業績に応じた配当水準の向上に努めてまいります。内部留保資金につきまして

は、検査体制の拡充や効率化のための設備投資及び将来の成長に向けた戦略投資に有効活用していく予

定であります。 

 なお、当期につきましては、中間配当15.0円を実施していますが、期末配当については、普通配当

15.0円に、創立55周年記念配当として10.0円を加えた1株25.0円とし、年間では10円増配の1株40円の配

当を行なう予定です。また、次期の配当につきましても１株当たり年間40円を予定しています。 

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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  当社の企業集団は、連結子会社として㈱協同医学研究所、㈱メリッツ、㈱ピーシーエルジャパン、㈱東京

公衆衛生研究所、㈱ジャパンクリニカルサービス、㈱第一臨床検査センター、㈱愛媛メディカルラボラトリ

ー、㈱アレグロ、㈱BMLフード・サイエンス、㈱松戸メディカルラボラトリー、㈱ラボテック（千葉県市原

市）、㈱第一臨床医学検査センター、㈱日研医学、㈱オー・ピー・エル、㈱盛岡臨床検査センター、㈱BML

ライフサイエンス・ホールディングス、㈱メリッツサポートシステムズ、微研㈱及び㈱ラボテック（長崎県

佐世保市）の19社、非連結子会社として㈱ビー・エム・エル福島、㈱BMLメディカルワークス、㈱地域医療

サービス及び㈱日本病態病理研究所ならびに持分法未適用関連会社である㈱北里大塚バイオメディカルアッ

セイ研究所、㈱中央微生物検査所及び㈱メデファクトの7社で構成されております。  

  連結財務諸表提出会社は平成21年10月6日付をもって㈱日本病態病理研究所の発行済株式の全てを取得し

て子会社といたしました。また、平成22年2月1日付けをもって㈱メデファクトを設立し、同社株式の50%を

保有しております。連結財務諸表作成にあたりこれらは重要性が乏しいため連結、持分法のいずれも適用し

ておりません。  

  連結子会社である㈱BMLライフサイエンス・ホールディングスが発行済株式の全てを保有していた㈱キュ

ー・アンド・シーは平成22年3月30日付をもって発行済株式の85%を売却しております。連結財務諸表作成に

あたりこれを連結の範囲から除外しております。  

  また、㈱メリッツは平成22年4月1日付をもって連結財務諸表提出会社が吸収合併しております。  

  ㈱協同医学研究所他15社は、主に、各地域の病院および診療所から一般検査および特殊検査を受託すると

ともに、当社に対して特殊検査を再委託しております。また、当社は、これらの会社に当社の受託した一般

検査の内、緊急検査につき再委託しております。㈱地域医療サービスは㈱盛岡臨床検査センターから検体の

集配を受託しております。  

  ㈱ジャパンクリニカルサービスは、当企業集団の臨床検査検体の受付、検査情報の報告処理業務および運

送業務を行っております。  

 ㈱ピーシーエルジャパンは、病理・細胞診検査を主に当社から再受託しております。  

  ㈱BMLフード・サイエンスは外食産業および大型小売店等から食品・衛生検査およびコンサルティング業

務を受託しております。また、当社は受託した食品検査等の委託をしております。  

  ㈱アレグロは、製薬会社等より治験業務を受託しております。㈱BMLライフサイエンス・ホールディング

スは㈱BMLフード・サイエンスと㈱アレグロの経営指導を行っております。  

 ㈱メリッツは、臨床検査関連および医療情報システム事業のコンピュータソフトの開発ならびに販売をし

ております。  

  ㈱メリッツサポートシステムズは当社が販売する医療情報システムの導入・サポート業務を受託しており

ます。また㈱BMLメディカルワークスは、当社および㈱BMLフード・サイエンスから委託を受けて検査用容器

の製造等および当企業集団各社の建物の清掃および損害保険の取扱を行っております。  

 このように、当企業集団は、臨床検査ならびにこれに関連する事業を営んでおります。  

 当企業集団の中での各社の位置づけは、以下の図のとおりであります。  

  

2. 企業集団の状況

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成22年3月期　決算短信

―　7　―



 

  

（注） １．上記において下線を付した会社は、連結子会社であります。 

    ２．平成22年４月１日をもって、㈱メリッツは当社へ吸収合併しております。 
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平成21年3月期決算短信（平成21年5月13日開示）により開示を行なった内容から変更がないため開示

を省略します。 

当概決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.bml.co.jp/ir/index.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/index.html 

  

当社グループは、売上高1,000億円を長期ビジョンとして掲げており、その達成のため3年毎に中期経

営計画を策定・実施しています。当期は、2008年度（2009年3月期）を最終年度としていた第三次中期

経営計画の終了に伴い、2009年度～2011年度の3ヶ年を対象とする第4次中期経営計画『BML ADVANCE-

2012』をスタートさせました。この『BML ADVANCE-2012』では、次の3年間を、売上高1,000億円を実現

するに相応しい企業体質の構築及びBMLグループの更なる成長の礎を築くインフラ整備の期間と位置づ

け、事業基盤の再構築と持続的成長を目指していく計画です。 

その基本方針は、下記のとおりです。 

◎BMLグループ中期経営計画基本方針 

・ 臨床検査事業における収益基盤の強化 

・ 電子カルテ事業拡大に向けた基盤構築 

・ 地域検査センターとのアライアンス推進 

・ 関連事業（食品衛生・SMO）の育成・強化 

・ 人材の教育・育成 

・ 社会との共生（社会貢献活動） 

  

①企業体質の強化  

  受託臨床検査業界は、政府による医療制度改革や診療報酬改定など医療政策の影響や、市場が成熟し

ている中で企業数が多いことから価格競争にも陥りやすく、今後も受託料率の低下基調が予測されま

す。従って、こうした環境にも耐えうる強固な企業体質、収益基盤の確立が急務となります。受託料率

の維持・適正化に努めるとともに、検査受託体制については、メインラボであるBML総合研究所につい

て、次世代型ラボシステムを活用したサービスの向上や、弛まぬ自動化への挑戦として検体受付部門や

細菌検査分野の効率化に取り組んでまいります。これにより更なる生産性の向上とユーザーサービスの

充実を図り、臨床検査事業の競争力の強化をめざしてまいります。 

②関連事業の早期育成 

  関連事業としての医療情報システム事業、食品衛生事業は着実に成長しておりますが、さらに積極的

な事業展開により第二、第三の収益の柱とするべく成長を加速させてまいります。 

医療情報システム事業については、レセプトの電子請求義務化など医療IT化は確実に進展するとの見通

し、及び電子カルテ『メディカルステーション』は臨床検査とのシナジーも高いことから、両者一体と

なった活動により事業基盤の拡大をめざします。また、多様なユーザーニーズに応えるべく、『メディ

カルステーション』の機能強化と新バージョン電子カルテの開発に取り組んでおり、製品ラインナップ

を拡充してまいります。 

  また食品衛生事業については、三菱商事㈱からの資本を受入れ概ね安定した成長を見せています。景

気変動に左右されやすい側面はあるものの、今後もマーケットの拡大が見込まれ、更なる体制強化によ

り新たなユーザー層の取り込みを図ってまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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③グループ経営の強化 

  当社のグループ会社は、事実上当社の一事業部門または地域営業部門であり、連結経営を意識したグ

ループ会社への部門別・地域別業務集約によりグループ運営の効率化を図り、連結ベースでの資本効率

及び収益性を高めております。今後、さらにこれらグループ各社との連携や運営強化により、シナジー

の拡大やグループ経営の効率化を図るとともに、M&Aや地域検査センターとのアライアンスによるグル

ープの拡大とこれに伴うラボネットワークの再編、さらに営業、集配を含めた業務統合などによりグル

ープ経営を強化してまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
 (1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,029,899 16,840,944 

受取手形及び売掛金 13,968,896 13,933,977 

商品及び製品 154,543 198,813 

仕掛品 394,830 405,441 

原材料及び貯蔵品 985,117 1,103,096 

繰延税金資産 923,450 1,041,138 

その他 753,706 844,167 

貸倒引当金 △65,867 △44,142 

流動資産合計 29,144,577 34,323,436 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  10,150,754 ※3  9,859,024 

工具、器具及び備品（純額） 4,521,724 3,758,227 

土地 ※3  10,727,959 ※3  10,805,839 

リース資産（純額） 763,668 1,231,324 

その他（純額） 179,183 127,473 

有形固定資産合計 ※1  26,343,289 ※1  25,781,890 

無形固定資産   

ソフトウエア 2,625,039 2,502,882 

その他 915,813 670,956 

無形固定資産合計 3,540,853 3,173,839 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,343,111 ※2  1,674,821 

繰延税金資産 1,600,839 1,564,174 

その他 908,129 1,050,588 

貸倒引当金 △71,261 △51,035 

投資その他の資産合計 3,780,819 4,238,548 

固定資産合計 33,664,963 33,194,278 

資産合計 62,809,540 67,517,715 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,543,535 8,924,080 

短期借入金 ※3  951,500 ※3  930,000 

未払法人税等 1,548,799 1,798,130 

その他 5,617,946 6,211,842 

流動負債合計 16,661,782 17,864,053 

固定負債   

リース債務 650,363 1,017,343 

退職給付引当金 3,123,460 3,440,832 

役員退職慰労引当金 132,373 176,857 

その他 759,425 499,938 

固定負債合計 4,665,622 5,134,972 

負債合計 21,327,404 22,999,025 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,045,586 6,045,586 

資本剰余金 6,647,010 6,646,998 

利益剰余金 29,353,522 32,210,040 

自己株式 △1,268,830 △1,263,835 

株主資本合計 40,777,288 43,638,789 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,775 112,693 

評価・換算差額等合計 57,775 112,693 

新株予約権 39,963 55,375 

少数株主持分 607,109 711,830 

純資産合計 41,482,135 44,518,689 

負債純資産合計 62,809,540 67,517,715 
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 (2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 77,198,713 79,259,997 

売上原価 48,742,384 50,020,350 

売上総利益 28,456,329 29,239,647 

販売費及び一般管理費 ※1  22,863,515 ※1  22,740,718 

営業利益 5,592,813 6,498,928 

営業外収益   

受取配当金 － 37,522 

不動産賃貸料 51,201 49,427 

補助金収入 37,042 47,826 

受取ロイヤリティー 57,335 － 

その他 213,478 187,338 

営業外収益合計 359,059 322,114 

営業外費用   

支払利息 28,221 37,512 

不動産賃貸原価 24,563 18,921 

設備賃貸費用 35,622 － 

その他 19,425 13,756 

営業外費用合計 107,832 70,190 

経常利益 5,844,040 6,750,853 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  5,927 － 

関係会社株式売却益 － 5,272 

受取保険金 － 20,325 

貸倒引当金戻入額 9,418 15,630 

その他 1,767 6,934 

特別利益合計 17,113 48,162 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  84,992 ※3  186,532 

投資有価証券評価損 24,280 － 

減損損失 ※4  64,148 － 

弔慰金 － 50,000 

損害賠償金 21,791 － 

その他 15,276 77,237 

特別損失合計 210,490 313,769 

税金等調整前当期純利益 5,650,663 6,485,246 

法人税、住民税及び事業税 2,592,371 2,929,337 

法人税等調整額 △158,732 △124,270 

法人税等合計 2,433,638 2,805,067 

少数株主利益 141,804 129,945 

当期純利益 3,075,220 3,550,233 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,045,586 6,045,586 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,045,586 6,045,586 

資本剰余金   

前期末残高 6,646,998 6,647,010 

当期変動額   

自己株式の処分 11 △4,518 

自己株式処分差損の振替 － 4,507 

当期変動額合計 11 △11 

当期末残高 6,647,010 6,646,998 

利益剰余金   

前期末残高 26,861,961 29,353,522 

当期変動額   

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

連結範囲の変動 － 604 

当期純利益 3,075,220 3,550,233 

自己株式処分差損の振替 － △4,507 

当期変動額合計 2,491,561 2,856,517 

当期末残高 29,353,522 32,210,040 

自己株式   

前期末残高 △1,268,543 △1,268,830 

当期変動額   

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 40 5,182 

当期変動額合計 △287 4,995 

当期末残高 △1,268,830 △1,263,835 

株主資本合計   

前期末残高 38,286,003 40,777,288 

当期変動額   

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

連結範囲の変動 － 604 

当期純利益 3,075,220 3,550,233 

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 52 663 

自己株式処分差損の振替 － － 

当期変動額合計 2,491,285 2,861,501 

当期末残高 40,777,288 43,638,789 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 58,433 57,775 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △658 54,918 

当期変動額合計 △658 54,918 

当期末残高 57,775 112,693 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 58,433 57,775 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △658 54,918 

当期変動額合計 △658 54,918 

当期末残高 57,775 112,693 

新株予約権   

前期末残高 25,704 39,963 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,259 15,412 

当期変動額合計 14,259 15,412 

当期末残高 39,963 55,375 

少数株主持分   

前期末残高 471,870 607,109 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 135,239 104,721 

当期変動額合計 135,239 104,721 

当期末残高 607,109 711,830 

純資産合計   

前期末残高 38,842,011 41,482,135 

当期変動額   

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

連結範囲の変動 － 604 

当期純利益 3,075,220 3,550,233 

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 52 663 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 148,839 175,052 

当期変動額合計 2,640,124 3,036,553 

当期末残高 41,482,135 44,518,689 
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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 5,650,663 6,485,246 

減価償却費 3,796,396 4,360,672 

のれん償却額 290,233 230,312 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 247,385 317,372 

支払利息 28,221 37,512 

固定資産除却損 84,992 186,532 

減損損失 64,148 － 

売上債権の増減額（△は増加） △69,338 11,197 

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,235 △174,788 

仕入債務の増減額（△は減少） 383,269 391,668 

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,472 252,741 

その他 △532,123 △233,015 

小計 9,866,140 11,865,452 

利息の支払額 △28,299 △35,536 

法人税等の支払額 △2,387,663 △2,695,789 

その他の収入 267,374 254,153 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,717,551 9,388,279 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △884,750 △862,678 

定期預金の払戻による収入 876,725 871,078 

有形固定資産の取得による支出 △5,155,455 △2,450,104 

無形固定資産の取得による支出 △1,099,740 △787,432 

投資有価証券の取得による支出 △408,012 △189,437 

関係会社株式の取得による支出 △191,667 △89,332 

貸付金の回収による収入 29,507 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ ※3  30,524 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △47,097 － 

貸付けによる支出 － △274,830 

その他 4,650 99,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,875,840 △3,653,027 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,005,000 － 

短期借入金の返済による支出 △1,051,205 － 

短期借入金の純増減額（△は減少） － △6,500 

長期借入金の返済による支出 △625,100 － 

配当金の支払額 △583,658 △689,813 

リース債務の返済による支出 － △193,194 

その他 △46,741 △26,299 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,301,705 △915,807 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △459,995 4,819,444 

現金及び現金同等物の期首残高 11,785,906 11,325,911 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  11,325,911 ※1  16,145,355 

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成22年3月期　決算短信

―　17　―



  該当事項はございません。 

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  子会社のうち㈱協同医学研究所、㈱

メリッツ、㈱ピーシーエルジャパン、

㈱東京公衆衛生研究所、㈱ジャパンク

リニカルサービス、㈱第一臨床検査セ

ンター、㈱愛媛メディカルラボラトリ

ー、㈱アレグロ、㈱ＢＭＬフード・サ

イエンス、㈱松戸メディカルラボラト

リー、㈱ラボテック（千葉県市原

市）、㈱第一臨床医学検査センター、

㈱日研医学、㈱オー・ピー・エル（平

成20年９月１日付をもって旧社名㈱近

畿予研BMLより社名変更）、㈱盛岡臨

床検査センター、㈱ＢＭＬライフサイ

エンス・ホールディングス、㈱メリッ

ツサポートシステムズ、微研㈱、㈱ラ

ボテック（長崎県佐世保市）及び㈱キ

ュー・アンド・シーの20社が連結の範

囲に含められております。  

 提出会社は平成20年９月５日付をも

って連結子会社である㈱ＢＭＬライフ

サイエンス・ホールディングス（連結

財務諸表提出会社の持分比率65％）が

㈱キュー・アンド・シーの発行済株式

の全てを取得したことに伴い、これを

連結の範囲に追加しております。 

  

  

 

  

 

  

 ㈱ビー・エム・エル福島他は、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金等の金額はいずれも僅少であり、連

結の範囲から除いても企業集団の財政

状態及び経営成績に関する合理的な判

断を妨げない程度に重要性の乏しい会

社であります。

 子会社のうち㈱協同医学研究所、㈱

メリッツ、㈱ピーシーエルジャパン、

㈱東京公衆衛生研究所、㈱ジャパンク

リニカルサービス、㈱第一臨床検査セ

ンター、㈱愛媛メディカルラボラトリ

ー、㈱アレグロ、㈱ＢＭＬフード・サ

イエンス、㈱松戸メディカルラボラト

リー、㈱ラボテック（千葉県市原

市）、㈱第一臨床医学検査センター、

㈱日研医学、㈱オー・ピー・エル、㈱

盛岡臨床検査センター、㈱ＢＭＬライ

フサイエンス・ホールディングス、㈱

メリッツサポートシステムズ、微研㈱

及び㈱ラボテック（長崎県佐世保市）

の19社が連結の範囲に含められており

ます。  

  

 

提出会社は平成22年３月30日付をもっ

て連結子会社である㈱ＢＭＬライフサ

イエンス・ホールディングス（連結財

務諸表作成会社の持分比率65％）が所

有している㈱キュー・アンド・シー株

式を一部売却し、持分比率が低下した

ことにより、連結の範囲から除外して

おります。  

 なお、株式のみなし売却日を平成22

年３月31日としているため、平成21年

４月１日から平成22年３月31日までの

損益計算書及びキャッシュ・フロー計

算書を連結しております。 

 ㈱ビー・エム・エル福島他は、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金等の金額はいずれも僅少であり、連

結の範囲から除いても企業集団の財政

状態及び経営成績に関する合理的な判

断を妨げない程度に重要性の乏しい会

社であります。

２ 持分法の適用に関する事

項

㈱ビー・エム・エル福島他は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用から除外し

ております。

同左

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全て連結決算日

と一致しております。

同左
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

   時価のないもの 

    同左

 ② たな卸資産

主として総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法）で処理しておりま

す。

 ② たな卸資産

主として総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下

げの方法）で処理しておりま

す。

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分)を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。

(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（リース資産を除

く）

   定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物(附属設備は除く)に

ついては、定額法

(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（リース資産を除

く）

    同左

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く）

   自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

その他の無形固定資産について

は、定額法

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く）

 同左

 ③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法  

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、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。

 ③ リース資産

    同左
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

 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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

   同左

 ② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

連結財務諸表提出会社の過去

勤務債務の額は、各連結会計

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額を費用処理

することとしております。

連結財務諸表提出会社の数理

計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法

により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。なお、連結子会社は簡便

法を採用しているため、数理

計算上の差異は発生しており

ません。

 ② 退職給付引当金

同左

 ③ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、

役員の退任に伴う退職慰労金

の支給に備えるため、各々の

会社の内規に基づく当連結会

計年度末の必要額を計上して

おります。

 ③ 役員退職慰労引当金

   一部の連結子会社において、役

員及び執行役員の退任に伴う

退職慰労金の支給に備えるた

め、各々の会社の内規に基づ

く当連結会計年度末の必要額

を計上しております。

(4) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(4) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理

   同左
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前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

   同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しており

ます。

   同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

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

取得日から３か月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

   同左

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成22年3月期　決算短信

―　21　―



 

 
  

(7)【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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

 システム開発の請負に係る収益の計上基準について

は、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契

約 に 関 す る 会 計 基 準」（企 業 会 計 基 準 第 15 号       

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日）を適用し、当連結会計年度に着手した請負契約

から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる請負については工事進行基準（進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の請負については

検収基準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 

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７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。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(1) 連結貸借対照表関係

① 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに

伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ158,427千

円、281,580千円、1,060,541千円であります。

② 前連結会計年度において無形固定資産に区分掲記し

ておりました「のれん」（当連結会計年度499,200

千円）は、資産の総額の百分の一以下となりました

ので、無形固定資産の「その他」に含めて表示して

おります。

③ 前連結会計年度において流動負債に区分掲記してお

りました「未払金」（当連結会計年度3,008,355千

円）は、負債及び純資産の合計の百分の五以下とな

りましたので、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

(1)                ──────

(2) 連結損益計算書関係

① 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「設備賃貸費用」（前連

結会計年度4,633千円）は、営業外費用の総額の百

分の十を超えましたので、当連結会計年度より区分

掲記しております。

② 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含

めて表示しておりました「投資有価証券評価損」

（前連結会計年度12,379千円）は、特別損失の総額

の百分の十を超えましたので、当連結会計年度より

区分掲記しております。

③ 前連結会計年度において営業外収益の「疾病予防実

施費用交付金」として区分掲記されていたものは、

EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能

性を向上するため、当連結会計年度より「補助金収

入」に表示を変更しております。

(2) 連結損益計算書関係

① 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「受取配当金」（前連結

会計年度33,563千円）は、営業外収益の総額の百分

の十を超えましたので、当連結会計年度より区分掲

記しております。

② 前連結会計年度において営業外収益に区分掲記して

おりました「受取ロイヤリティー」（当連結会計年

度18,915千円）は営業外収益の総額の百分の十以下

となりましたので、営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。

③ 前連結会計年度において営業外費用に区分掲記して

おりました「設備賃貸費用」（当連結会計年度

1,953千円）は営業外費用の総額の百分の十以下と

なりましたので、営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

④ 前連結会計年度において特別利益に区分掲記してお

りました「固定資産売却益」（当連結会計年度193

千円）は特別利益総額の百分の十以下となりました

ので、特別利益の「その他」に含めて表示しており

ます。

⑤ 前連結会計年度において特別損失に区分掲記してお

りました「投資有価証券評価損」（当連結会計年度

4,467千円）は特別損失総額の百分の十以下となり

ましたので、特別損失の「その他」に含めて表示し

ております。

⑥ 前連結会計年度において特別損失に区分掲記してお

りました「減損損失」（当連結会計年度3,162千

円）は特別損失総額の百分の十以下となりましたの

で、特別損失の「その他」に含めて表示しておりま

す。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書関係

① 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「投資有価証券の取得による支出」（前連結会計

年度97,257千円）は、当連結会計年度より重要性が

増したため区分掲記しております。 

 

② 前連結会計年度において財務活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「自己株式の

取得による支出」（当連結会計年度328千円）は、

当連結会計年度において重要性が低下したため、財

務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しております。

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書関係

① 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「減損損失」

（当連結会計年度3,162千円）は、当連結年度にお

いて重要性が低下したため、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。

② 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「貸付金の回

収による収入」（当連結会計年度9,960千円）は、

当連結会計年度において重要性が低下したため、投

資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しております。

③ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「貸付による支出」（前連結会計年度20,000千

円）は、当連結会計年度より重要性が増したため区

分掲記しております。

④ 前連結会計年度において財務活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「短期借入に

よる収入」及び「短期借入金の返済による支出」

は、当連結会計年度では「短期借入金の純増減額」

として表示しております。
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

――― 当連結会計年度から「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 33,951,507千円

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 35,282,917千円

 

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式等

 投資有価証券(株式) 413,258千円
 

※２ 非連結子会社及び関連会社の株式等

 投資有価証券(株式) 502,590千円

 

 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

  (イ)担保に供している資産

建物及び構築物 5,290,138千円

土地 2,884,552

計 8,174,690千円

  (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 850,000千円

 

 

※３ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

  (イ)担保に供している資産

建物及び構築物 5,699,761千円

土地 2,884,552

計 8,584,314千円

  (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 850,000千円

 

 ４ 保証債務 

連結会社以外の得意先のリース債務に対し、債務

保証を行っております。

取引先   2,570千円

 

 ４ ―
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及びその

金額は次のとおりであります。なお、下記に記載

している研究開発費の金額は、当連結会計年度に

おける研究開発費用の総額であります。

給料手当及び賞与 8,295,467千円

退職給付費用 297,832

役員退職慰労引当金繰入額 21,338

消耗品費 2,626,606

研究開発費 588,111
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及びその

金額は次のとおりであります。なお、下記に記載

している研究開発費の金額は、当連結会計年度に

おける研究開発費用の総額であります。

給料手当及び賞与 8,377,566千円

退職給付費用 316,197

役員退職慰労引当金繰入額 31,099

消耗品費 2,710,726

研究開発費 410,925

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 5,747千円

有形固定資産「その他」 87

ソフトウェア 92

計 5,927千円

※２ ―

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 23,548千円

工具器具及び備品 56,293

有形固定資産「その他」 932

ソフトウェア 4,217

計 84,992千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 32,933千円

工具器具及び備品 53,968

有形固定資産「その他」 431

ソフトウェア 99,198

計 186,532千円

※４ 減損損失  

当社グループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。  

 用途   遊休資産他 

 種類   土地 

 場所   静岡県袋井市他 

 減損金額 64,148千円  

当社グループは、保有する資産を事業用、共用、

賃貸用及び遊休の区分をもって各区分毎にグルー

ピングを実施しており、賃貸用及び遊休資産につ

いては、個々の単位でグルーピングしておりま

す。上記土地につきましては、かつて事業用とし

て使用していた土地でありますが、現在遊休とな

っており、また現時点において将来の使用も具体

的には計画されておりません。  

これらの土地について回収可能価額が帳簿価額を

下回っているため、帳簿価額を回収可能価額まで

減額しております。  

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、主として不動産鑑定評価額に

基づき評価しております。 

※４ ―
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    167株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡による減少      25株 

  

 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 22,007,363 ― ― 22,007,363

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 783,322 167 25 783,464

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結 
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成16年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ―

平成17年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ―

平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 14,306

平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 11,397

平成20年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 14,259

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― 39,963

４ 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 

(千円)
１株当たり配当額 

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 318,360 15.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月13日 
取締役会

普通株式 265,299 12.5 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 371,418 17.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     80株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 新株予約権の行使による減少      3,200株 

  

 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 22,007,363 ― ― 22,007,363

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 783,464 80 3,200 780,344

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結 
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成16年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ―

平成17年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― ―

平成18年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 13,646

平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 11,397

平成20年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 14,259

平成21年ストック・
オプションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 16,072

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― 55,375

４ 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 

(千円)
１株当たり配当額 

(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 371,418 17.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月12日 
取締役会

普通株式 318,395 15.0 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 530,675 25.0 平成22年３月31日 平成22年６月28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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 12,029,899千円

流動資産のその他(預け金) 170,403

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△874,391

現金及び現金同等物 11,325,911千円
   

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

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 16,840,944千円

流動資産のその他(預け金) 170,403

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△865,992

現金及び現金同等物 16,145,355千円
 

 

２ 株式取得により、新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱キュー・アンド・シーを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びにこれらの会社の株式の取得価額とその取得

による支出（純額）との関係は次の通りでありま

す。 

 流動資産 50,656千円

 固定資産 26,098

 のれん 34,892

 流動負債 △48,643

 新規連結子会社株式の 
 取得価額

63,004

 新規連結子会社株式の 
 現金及び現金同等物

△15,906

 差引：新規連結子会社取得 
 による支出

47,097千円

２ ―

  

３ ―

 

３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の連

結除外時の資産及び負債の内訳並びにこれらの会社

の株式の売却価額と売却による収入（純額）との関

係は次の通りであります。

 流動資産 51,983千円

 固定資産 15,858

 のれん 24,424

 流動負債 △35,465

 株式売却後の投資持分 △8,519

 子会社株式売却益 5,272

 株式の売却価額 53,553

 売却会社の 
 現金及び現金同等物

△23,028

 差引：売却による収入 30,524千円

４ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ

855,578千円であります。 

４ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ   

704,373千円であります。 
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当企業集団は臨床検査を中心とする検査事業を主たる事業としておりますが、当該事業に係る１セグ

メントの売上高、営業利益及び資産は全セグメントの売上高合計、営業利益合計及び資産合計の90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当企業集団は臨床検査を中心とする検査事業を主たる事業としておりますが、当該事業に係る１セグ

メントの売上高、営業利益及び資産は全セグメントの売上高合計、営業利益合計及び資産合計の90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はありません

ので該当するセグメントはありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はありません

ので該当するセグメントはありません。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度において海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度において海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 退職給付引当金 1,237,789千円

 従業員未払賞与 653,423

 役員退職慰労引当金及び 
 未払役員退職慰労金

361,827

 投資有価証券評価損 88,949

 未実現利益 131,227

 未払事業税及び事業所税 130,513

 施設利用会員権評価損 83,403

 貸倒引当金 28,388

 繰越欠損金 74,418

 その他 271,065

繰延税金資産小計 3,061,008

評価性引当額 △320,247

繰延税金資産合計 2,740,760

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △170,859

 有価証券評価差額金 △38,402

 その他 △7,207

繰延税金負債合計 △216,469

繰延税金資産の純額 2,524,290千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 退職給付引当金 1,375,858千円

 従業員未払賞与 700,330

 役員退職慰労引当金及び 
 未払役員退職慰労金

274,488

 投資有価証券評価損 65,371

 未実現利益 83,596

 未払事業税及び事業所税 158,060

 施設利用会員権評価損 83,456

 貸倒引当金 13,419

 繰越欠損金 81,363

 その他 294,131

繰延税金資産小計 3,130,077

評価性引当額 △269,936

繰延税金資産合計 2,860,140

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △170,745

 有価証券評価差額金 △76,879

 その他 △7,203

繰延税金負債合計 △254,827

繰延税金資産の純額 2,605,312千円
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目

0.6

 受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△0.2

 留保金課税及び住民税均等割 3.5

 のれん償却 1.1

 評価性引当額の増減 △1.7

 法人税等の減税額 △0.5

 連結子会社の適用税率差異 0.3

 その他 △0.4

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率

43.1％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目

0.6

 受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△0.2

 留保金課税及び住民税均等割 2.5

 のれん償却 0.9

 評価性引当額の増減 △0.7

 法人税等の減税額 △0.2

 連結子会社の適用税率差異 0.2

 その他 △0.2

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率

43.3％
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(企業結合等関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

[株式会社キュー・アンド・シーの株式取得] 

1.被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った

理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び議決権比率 

(1)被取得企業の名称及び事業の内容  

  株式会社キュー・アンド・シー 

  食品衛生管理指導  

(2)企業結合を行った理由  

  営業基盤強化と効率化の推進のため  

(3)企業結合日  

  平成20年９月５日  

(4)企業結合の法的形式  

  株式取得  

(5)結合後企業の名称  

  株式会社キュー・アンド・シー 

(6)取得した議決権比率  

  間接 65％ 

2.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成20年10月1日から平成21年3月31日まで 

3.被取得企業の取得原価及びその内訳  

取得の対価 現金 63,004千円 

4.発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償

却期間 

 のれんの金額 34,892千円  

 発生原因  

  今後の事業展開によって期待される将来の収益力 

  から発生したものであります。  

 償却方法及び償却期間  

  のれんの償却については、５年間で均等償却して 

  おります。

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳  

 流動資産  50,656千円  

 固定資産  26,098千円  

 流動負債   48,643千円 

6.企業結合が連結会計年度の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   140,886千円  

 経常利益    6,716千円  

概算額の算定方法及び重要な前提条件 

  概算額の算定につきましては、株式会社キュー・ア

ンド・シーの売上高及び経常利益を、期首から平成

20年９月30日までの期間について記載しておりま

す。なお、連結損益計算書に及ぼす影響の概算額に

ついては監査証明を受けておりません。

──────

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成22年3月期　決算短信

―　33　―



 

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ 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 

 
  

２ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,924円01銭

 
１株当たり純資産額 2,061円12銭

 
１株当たり当期純利益金額 144円89銭

 
１株当たり当期純利益金額 167円26銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

144円64銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

166円91銭

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 3,075,220 3,550,233

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 3,075,220 3,550,233

普通株式の期中平均株式数(株) 21,223,960 21,225,447

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（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 37,368 44,561

 （うち新株予約権（株）） (37,368) (44,561)

 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金額の算定に含めなか
った潜在株式の概要

― ―

前連結会計年度 
（平成21年３月31日）

当連結会計年度 
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) 41,482,135 44,518,689

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 647,072 767,206

(うち新株予約権) (39,963) (55,375)

 （うち少数株主持分） (607,109) (711,830)

普通株式に係る連結会計年度末の純資産額(千円) 40,835,063 43,751,483

１株当たり純資産額の算定に用いられた連結会計 
年度末の普通株式の数(株)

21,223,899 21,227,019
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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当連結会計年度における生産実績を検査区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 金額は販売価額にて算出しており、消費税等は含まれておりません。 

  

検査の受託から報告までの所要日数が極めて短いため、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と

販売実績とがほぼ対応するため記載を省略しております。 

  

当連結会計年度における販売実績を検査区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績に対する売上の割合が10％以上の相手先はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、有価証券、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。 

  

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

検査区分

当連結会計年度

生産実績(千円) 構成比(%)

検査事業 臨床検査事業

 生化学的検査 32,660,009 41.2

 血液学的検査 6,397,137 8.1

 免疫学的検査 15,809,073 19.9

 微生物学的検査 4,347,975 5.5

 病理学的検査 5,327,223 6.7

 その他検査 7,483,235 9.4

その他検査事業 3,297,947 4.2

検査事業小計 75,322,604 95.0

医療情報システム事業 3,667,672 4.6

その他事業 340,147 0.4

合計 79,330,424 100.0

(2) 受注状況

(3) 販売実績

検査区分

当連結会計年度

販売実績(千円) 構成比(%)

検査事業 臨床検査事業

 生化学的検査 32,637,167 41.2

 血液学的検査 6,392,524 8.1

 免疫学的検査 15,798,617 19.9

 微生物学的検査 4,344,939 5.5

 病理学的検査 5,323,682 6.7

 その他検査 7,476,263 9.4

その他検査事業 3,297,143 4.2

検査事業小計 75,270,337 95.0

医療情報システム事業 3,661,045 4.6

その他事業 328,613 0.4

合計 79,259,997 100.0

(開示の省略)
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５【個別財務諸表等】 
 (1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,526,898 10,952,046 

受取手形 367,009 408,187 

売掛金 12,227,560 12,181,440 

商品及び製品 125,011 150,808 

仕掛品 339,921 347,463 

原材料及び貯蔵品 804,940 895,696 

前払費用 138,346 156,939 

繰延税金資産 610,855 653,278 

短期貸付金 436,000 355,964 

その他 363,004 458,504 

貸倒引当金 △44,273 △27,690 

流動資産合計 22,895,276 26,532,638 

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,373,184 20,648,229 

減価償却累計額 △12,058,425 △12,478,848 

建物（純額） 8,314,759 8,169,381 

構築物 1,208,342 1,212,100 

減価償却累計額 △799,765 △872,118 

構築物（純額） 408,577 339,982 

機械及び装置 409,630 403,421 

減価償却累計額 △320,762 △333,063 

機械及び装置（純額） 88,867 70,358 

車両運搬具 109,500 101,528 

減価償却累計額 △92,521 △91,125 

車両運搬具（純額） 16,979 10,403 

工具、器具及び備品 21,575,329 21,013,730 

減価償却累計額 △17,699,760 △17,932,260 

工具、器具及び備品（純額） 3,875,569 3,081,470 

土地 9,393,786 9,471,667 

リース資産 474,242 1,060,386 

減価償却累計額 △51,667 △206,030 

リース資産（純額） 422,574 854,355 

建設仮勘定 － 9,200 

有形固定資産合計 22,521,113 22,006,818 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 219,221 145,899 

特許権 8 － 

借地権 221,215 221,215 

ソフトウエア 2,149,994 2,231,848 

その他 158,866 158,797 

無形固定資産合計 2,749,306 2,757,760 

投資その他の資産   

投資有価証券 528,879 705,810 

関係会社株式 3,505,683 3,595,015 

出資金 1,270 1,270 

従業員に対する長期貸付金 － 2,704 

関係会社長期貸付金 － 250,000 

破産更生債権等 56,845 33,340 

長期前払費用 9,496 7,799 

繰延税金資産 1,149,615 1,110,749 

差入保証金 294,563 297,768 

その他 254,786 185,004 

貸倒引当金 △58,030 △34,780 

投資その他の資産合計 5,743,111 6,154,683 

固定資産合計 31,013,531 30,919,262 

資産合計 53,908,808 57,451,901 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,165,794 8,590,453 

短期借入金 930,000 930,000 

リース債務 99,698 217,393 

未払金 2,946,840 2,910,323 

未払費用 1,337,902 1,438,792 

未払法人税等 1,099,939 1,056,437 

未払消費税等 98,740 313,880 

前受金 58,373 165,389 

預り金 1,561,962 1,917,100 

前受収益 36,395 33,977 

その他 11,680 7,270 

流動負債合計 16,347,328 17,581,019 

固定負債   

リース債務 347,717 691,864 

退職給付引当金 2,408,689 2,603,318 

長期未払金 757,975 498,488 

その他 20 20 

固定負債合計 3,514,401 3,793,691 

負債合計 19,861,730 21,374,710 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,045,586 6,045,586 

資本剰余金   

資本準備金 6,646,998 6,646,998 

その他資本剰余金 11 － 

資本剰余金合計 6,647,010 6,646,998 

利益剰余金   

利益準備金 233,756 233,756 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 251,641 251,577 

別途積立金 15,400,000 15,400,000 

繰越利益剰余金 6,667,792 8,655,631 

利益剰余金合計 22,553,190 24,540,965 

自己株式 △1,268,830 △1,263,835 

株主資本合計 33,976,956 35,969,715 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,158 52,100 

評価・換算差額等合計 30,158 52,100 

新株予約権 39,963 55,375 

純資産合計 34,047,077 36,077,191 

負債純資産合計 53,908,808 57,451,901 
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（2）【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 64,624,735 66,720,617 

売上原価 41,606,478 43,761,934 

売上総利益 23,018,256 22,958,682 

販売費及び一般管理費 19,503,959 18,904,362 

営業利益 3,514,297 4,054,320 

営業外収益   

受取利息 25,103 12,055 

受取配当金 381,478 328,728 

不動産賃貸料 316,285 329,045 

その他 382,764 380,298 

営業外収益合計 1,105,632 1,050,128 

営業外費用   

支払利息 38,447 42,974 

不動産賃貸原価 317,088 295,286 

設備賃貸費用 151,213 60,163 

その他 62,392 71,116 

営業外費用合計 569,143 469,540 

経常利益 4,050,786 4,634,908 

特別利益   

固定資産売却益 3,914 － 

投資有価証券売却益 － 4,731 

貸倒引当金戻入額 9,418 14,547 

受取保険金 － 20,325 

その他 1,009 193 

特別利益合計 14,342 39,797 

特別損失   

固定資産除却損 78,845 79,944 

投資有価証券評価損 24,280 － 

ゴルフ会員権評価損 14,500 20,000 

弔慰金 － 50,000 

その他 679 24,502 

特別損失合計 118,306 174,447 

税引前当期純利益 3,946,823 4,500,258 

法人税、住民税及び事業税 1,643,000 1,837,000 

法人税等調整額 △117,149 △18,838 

法人税等合計 1,525,850 1,818,161 

当期純利益 2,420,972 2,682,096 
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（3）【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,045,586 6,045,586 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,045,586 6,045,586 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,646,998 6,646,998 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,646,998 6,646,998 

その他資本剰余金   

前期末残高 － 11 

当期変動額   

自己株式の処分 11 △4,518 

自己株式処分差損の振替 － 4,507 

当期変動額合計 11 △11 

当期末残高 11 － 

資本剰余金合計   

前期末残高 6,646,998 6,647,010 

当期変動額   

自己株式の処分 11 △4,518 

自己株式処分差損の振替 － 4,507 

当期変動額合計 11 △11 

当期末残高 6,647,010 6,646,998 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 233,756 233,756 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 233,756 233,756 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 251,754 251,641 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △112 △63 

当期変動額合計 △112 △63 

当期末残高 251,641 251,577 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 15,400,000 15,400,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,400,000 15,400,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,830,365 6,667,792 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 112 63 

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

当期純利益 2,420,972 2,682,096 

自己株式処分差損の振替 － △4,507 

当期変動額合計 1,837,426 1,987,839 

当期末残高 6,667,792 8,655,631 

利益剰余金合計   

前期末残高 20,715,876 22,553,190 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

当期純利益 2,420,972 2,682,096 

自己株式処分差損の振替 － △4,507 

当期変動額合計 1,837,314 1,987,775 

当期末残高 22,553,190 24,540,965 

自己株式   

前期末残高 △1,268,543 △1,268,830 

当期変動額   

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 40 5,182 

当期変動額合計 △287 4,995 

当期末残高 △1,268,830 △1,263,835 

株主資本合計   

前期末残高 32,139,918 33,976,956 

当期変動額   

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

当期純利益 2,420,972 2,682,096 

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 52 663 

自己株式処分差損の振替 － － 

当期変動額合計 1,837,037 1,992,759 

当期末残高 33,976,956 35,969,715 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 55,002 30,158 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,844 21,941 

当期変動額合計 △24,844 21,941 

当期末残高 30,158 52,100 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 55,002 30,158 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,844 21,941 

当期変動額合計 △24,844 21,941 

当期末残高 30,158 52,100 

新株予約権   

前期末残高 25,704 39,963 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,259 15,412 

当期変動額合計 14,259 15,412 

当期末残高 39,963 55,375 

純資産合計   

前期末残高 32,220,625 34,047,077 

当期変動額   

剰余金の配当 △583,658 △689,813 

当期純利益 2,420,972 2,682,096 

自己株式の取得 △328 △186 

自己株式の処分 52 663 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,585 37,353 

当期変動額合計 1,826,452 2,030,113 

当期末残高 34,047,077 36,077,191 
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該当事項はありません。 

役員の異動につきましては、本日開示の人事異動のお知らせをご覧下さい。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

 役員の異動
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