
平成１８年６月期  個別中間財務諸表の概要 平成 18 年 2月 14 日 

上場会社名 株式会社 ドッドウエル ビー・エム・エス 上場取引所 東京証券取引所 

コード番号 ７６２６ 本社所在都道府県 

（ＵＲＬ http://www.dodwellbms.co.jp） 東京都 

問合せ先 責任者役職名 総務部長 

     氏    名 唐崎 英明        TEL(03)3249－6333 

中間決算取締役会開催日  平成１８年２月１４日  中間配当金制度の有無   有 

中間配当金支払開始日     平成１８年３月２０日  単元株制度採用の有無   有（１単元  １００株） 

 

１．１７年１２月中間期の業績（平成１７年７月１日～平成１７年１２月３１日） 

(1)経営成績                     （金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

      売   上   高     営 業 利 益     経 常 利 益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17 年 12 月中間期 8,198 7.9 972 17.5 985 13.1

16 年 12 月中間期 7,599 16.5 827 18.1 871 9.8

17 年 6 月期 16,431  1,861 1,945

 

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

  百万円 ％ 円   銭

17 年 12 月中間期 643 △13.3 14 02

16 年 12 月中間期 742 70.6 16 24

17 年 6 月期 1,320  27 73

(注)①期中平均株式数 17 年 12 中間期 46,452,232 株 16 年 12 中間期 45,720,945 株 17 年 6 月期 45,759,800 株 

    ②会計処理の方法の変更      無 

    ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2)配当状況 

  

１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

  円  銭 円  銭 

17 年 12 月中間期   5   00 － 

16 年 12 月中間期   4   00 － 

17 年 6 月期 －   8   00 

 

(3)財政状態 

  総  資  産 株  主  資 本 株主資本比率
１株当たり 

株主資本 

    百万円 百万円 ％ 円   銭 

17 年 12 月中間期 14,911  11,747 78.8 255    71 

16 年 12 月中間期 13,297  10,280 77.3 224    92 

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

(注)①期末発行済株式数 17 年 12 中間期 46,189,910 株 16 年 12 中間期 46,189,910 株 17 年 6 月期 46,189,910 株 

  ②期末自己株式数  17 年 12 中間期   248,860 株  16 年 12 中間期    481,810 株 17 年 6 月期    264,860 株  

    

２．１８年６月期の業績予想（平成１７年７月１日～平成１８年６月３０日） 

  売   上   高 経 常 利 益 当期純利益   １株当たり年間配当金 

      期  末   

    百万円  百万円  百万円 円  銭 円  銭

通  期 17,114  2,120 1,208   5   00   10   00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    25 円 26 銭 

※上記の予想は、現時点において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、実際の業績は、 

今後の様々な要因により、予想と異なる可能性があります。 
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１.中間財務諸表等 
 

中 間 貸 借 対 照 表 

 

  
前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  1,501,660   2,614,038   2,254,116   

２ 受取手形 ※４ 940,323   561,701   945,700   

３ 売掛金  2,905,192   2,687,922   2,824,231   

４ たな卸資産  1,502,435   1,568,177   1,596,546   

５ 繰延税金資産  62,018   83,272   70,059   

６ その他  237,005   146,596   135,682   

貸倒引当金  △17,000   △7,000   △17,000   

流動資産合計   7,131,635 53.6  7,654,709 51.3  7,809,336 50.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1）建物  213,965   202,710   208,807   

(2）土地  426,074   424,492   424,492   

(3）その他  142,248   111,140      

有形固定資産合計  782,288   738,342   746,137   

２ 無形固定資産  237,727   187,731   208,233   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券  3,267,869   4,471,066   5,275,878   

(2）関係会社株式  467,483   621,515   467,483   

(3）関係会社長期貸
付金  65,256   170,485   120,605   

(4）敷金保証金  122,404   107,052   109,673   

(5）破産債権、再生
債権、更生債権
その他これらに
準ずる債権 

 36,648   439,174   28,055   

(6）繰延税金資産  277,006   44,774   -   

(7)その他  948,927   709,947   826,216   

貸倒引当金  △40,203   △233,523   △31,609   

投資その他の資産
合計  5,145,393   6,330,493   6,796,302   

固定資産合計   6,165,410 46.4  7,256,567 48.7  7,750,673 49.8

資産合計   13,297,045 100.0  14,911,276 100.0  15,560,009 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  1,449,408   1,332,957   1,599,980   

２ 未払金  263,879   366,796   471,266   

３ 未払法人税等  600,000   600,000   723,000   

４ 前受金  152,727   123,210   226,008   

５ 賞与引当金  38,000   40,000   38,000   

６ その他 ※３ 103,258   145,435   141,801   

流動負債合計   2,607,273 19.6  2,608,400 17.5  3,200,056 20.6

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  391,658   441,516   413,145   

２ 繰延税金負債  －   －   272,408   

３ その他  17,430   113,977   17,430   

固定負債合計   409,088 3.1  555,493 3.7  702,984 4.5

負債合計   3,016,362 22.7  3,163,893 21.2  3,903,040 25.1

（資本の部）           

Ⅰ 資本金  2,980,112  22.4 2,980,112  20.0 2,980,112  19.2

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  2,763,173   2,763,173   2,763,173   

２ その他資本剰余金  139,824   199,452   196,839   

資本剰余金合計   2,902,997 21.8  2,962,625 19.9  2,960,012 19.0

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  86,000   86,000   86,000   

２ 任意積立金  3,900,000   4,800,000   3,900,000   

３ 中間（当期）未処
分利益  816,130   719,921   1,211,627   

利益剰余金合計   4,802,130 36.1  5,605,921 37.6  5,197,627 33.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   △156,769 △1.2  326,795 2.2  655,511 4.2

Ⅵ 自己株式   △247,788 △1.8  △128,071 △0.9  △136,295 △0.9

資本合計   10,280,682 77.3  11,747,382 78.8  11,656,969 74.9

負債資本合計   13,297,045 100.0  14,911,276 100.0  15,560,009 100.0
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中 間 損 益 計 算 書 

 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   7,599,727 100.0  8,198,729 100.0  16,431,220 100.0

Ⅱ 売上原価   5,284,558 69.5  5,716,169 69.7  11,606,278 70.6

売上総利益   2,315,168 30.5  2,482,559 30.3  4,824,942 29.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,487,550 19.6  1,510,243 18.4  2,963,439 18.1

営業利益   827,618 10.9  972,316 11.9  1,861,502 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  52,363 0.7  19,920 0.2  104,946 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  8,411 0.1  6,722 0.1  20,716 0.1

経常利益   871,570 11.5  985,514 12.0  1,945,732 11.8

Ⅵ 特別利益 ※３  420,565 5.5  341,244 4.2  434,191 2.6

Ⅶ 特別損失 ※４  2,425 0.0  207,238 2.5  87,464 0.5

税引前中間（当
期）純利益   1,289,710 17.0  1,119,520 13.7  2,292,459 13.9

法人税、住民税及
び事業税   578,252 7.6  582,175 7.1  1,014,195

法人税等調整額   △31,042 △0.4  △106,648 △1.3  △42,565

中間（当期）純利
益   742,499 9.8  643,993 7.9  1,320,829 8.0

前期繰越利益   73,630   75,927   73,630  

中間配当額   －   -   182,832  

合併による抱合せ
株式消却損   －   -   －  

中間（当期）未処
分利益   816,130   719,921   1,211,627  
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<中間財務諸表作成の基本となる重要な事項> 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

   

(1）有価証券 ①子会社株式 

移動平均法による原価法 

①子会社株式 

同左 

①子会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

②その他有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 時価のあるもの 

中間期決算の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

 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 

時価のないもの 

同左 

(2）たな卸資産 ①商品 

個別法による原価法 

ただし、一部商品（消耗品）

は移動平均法による原価法 

①商品 

同左 

①商品 

同左 

 ②保守材料 

移動平均法による原価法 

②保守材料 

同左 

②保守材料 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

   

(1）有形固定資産  定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

同左 同左 

  
建物 26～50年

工具、器具及び備品 ５～６年

  

  

(2）無形固定資産 定額法 

 なお、ソフトウェアは以下に

よっております。 

同左 同左 

 ①   ――――― ①   ――――― ①市場販売目的のソフトウェア 

販売見込数量による按分額と販

売有効期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額を償却する方法

 ②自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

②自社利用のソフトウェア 

同左 

②自社利用のソフトウェア 

同左 

 

－ 33 － 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

３ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業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、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

 また、数理計算上の差異は、各

会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間（10年～12

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間（10年～12年）によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

４ 外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５ 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 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、為替変動リスク

のヘッジについては振当処理の

要件を充している場合には振当

処理を、金利スワップについて

特例処理の条件を充している場

合には特例処理を採用しており

ます。 

(1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用して 

おります。また、為替変動リ 

スクのヘッジについては振当 

処理の要件を充している場合 

には振当処理を採用しており 

ます。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ ヘッジ手段… 

為替予約及び通貨スワップ 

ヘッジ対象… 

商品輸入による外貨建買

入債務 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ    同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ    同左 

 ロ ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…定期預金 

――――― ――――― 

 (3）ヘッジ方針 

金利変動リスク、為替変動リ

スクの低減のため、対象債権債

務及び将来発生する対象債務の

範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

(3)ヘッジ方針 

為替変動リスクの低減のた    

め、対象債務及び将来発生す 

る対象債務の範囲内でヘッジ 

を行っております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4）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

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しておりま

す。 

 ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ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、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断

しております。 

 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

  (固定資産の減損に係る会計基準) 

  当中間会計期間により、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御摘要指針」

（企業会計基準摘要指針第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。 

  

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 役員退職慰労引当金については、

前中間会計期間に内規に基づく要支

給額48,533千円を引当金計上しまし

たが、前事業年度末において内規を

廃止し役員退職慰労金は過年度も含

めて支給しないこととしたため、当

中間会計期間末においても引当金を

計上しておりません。 

   「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が31,739千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が

31,739千円減少しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却

累計額 
375,914千円        388,696千円        359,567千円

 ２ 保証債務 下記のとおり従業員の持家融資に

伴う銀行借入及び関係会社の商取

引等に対し、保証を行っておりま

す。 

下記のとおり従業員の持家融資に

伴う銀行借入及び関係会社の商取

引等に対し、保証を行っておりま

す。 

下記のとおり従業員の持家融資に

伴う銀行借入、関係会社の商取引

及び銀行借入等に対し、保証を

行っております。 

  
保証先 保証金額 

従業員（19名） 12,096千円

㈱ビーエム総合

リース 
4,879,361千円

㈱プロメック 735,000千円

計 5,626,457千円

  

 
保証先 保証金額 

従業員（26名） 21,053千円

㈱ビーエム総合

リース 
5,724,170千円

㈱プロメック 

その他 

    675,000千円

     57,301千円

計 6,477,525千円

  

 
保証先 保証金額 

従業員（23名） 19,716千円

㈱ビーエム総合

リース 
6,123,639千円

㈱プロメック 705,000千円

計 6,848,355千円

 

    

※３ 消費税等の取扱い 仮払消費税及び仮受消費税等は相

殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

同左 ――――― 

※４ 中間期末日（期末日）満

期手形 

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

しております。 

なお、当中間会計期間の末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

しております。 

なお、当中間会計期間の末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

――――― 

  
受取手形 90,830千円

  

 
受取手形 84,032千円

  

 

５ コミットメント契約  当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行

６社と当座貸越契約及びコミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行

１社と当座貸越契約及びコミット

メント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

――――― 

  
当座貸越限度額

及びコミットメ

ントの総額 

2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差額 2,500,000千円

  

 
当座貸越限度額

及びコミットメ

ントの総額 

1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差額 1,000,000千円
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（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの    

受取利息 6,509千円      7,952千円       12,252千円 

受取配当金 10千円   1,350千円        11,672千円 

為替差益 35,056千円       ― 千円      29,922千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの    

支払利息 286千円    3千円      286千円 

         為替差損 ― 千円      3,898千円 16,250千円 

財務関連費用 8,125千円      1,500千円 16,250千円 

※３ 特別利益のうち重要なもの    

投資有価証券売却益 ― 千円 328,104千円       12,725千円 

子会社株式売却益 413,850千円      ― 千円 413,850千円 

※４ 特別損失のうち重要なもの    

固定資産除却損 52千円  ― 千円    3,045千円 

在庫商品除却損 2,373千円      ― 千円 83,359千円 

貸倒引当金繰入 ― 千円 202,540千円 ― 千円 

 ５ 減価償却実施額    

有形固定資産 38,176千円       29,320千円       77,467千円 

無形固定資産 29,493千円       1,396千円       2,488千円 

 

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間(自平成16年７月１日至平成16年12月31日)、当中間会計期間（自平成17年７月１日至平成１7年12月31

日）及び前会計年度（自平成16年7月1日至る平成17年6月30日）のリース取引関係は、ＥＤＩＮＥＴにより開示を行う

ため記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年12月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成17年12月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成17年６月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

―――――― ―――――― ―――――― 

 

(2)【その他】 

 平成18年２月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額……………………………229,705千円 

(ロ)１株当たりの金額…………………………………………5円00銭 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………平成17年３月20日 

（注） 平成17年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 
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