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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第85期

第１四半期
連結累計期間

第86期
第１四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 5,921,825 6,380,576 25,148,062

経常利益 (千円) 174,688 311,811 946,790

四半期(当期)純利益 (千円) 107,882 216,346 540,721

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 117,130 237,831 579,641

純資産額 (千円) 11,044,195 11,007,323 11,300,641

総資産額 (千円) 25,557,253 25,841,685 25,298,000

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 6.19 12.42 31.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.0 41.3 43.3
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、懸念されておりました消費税増税による景気減速への影

響は限定的なものにとどまり、引き続き景気回復基調にありましたが、新興国経済の低迷や原材料価格の高騰

等、依然として不安要素を抱えたまま推移致しました。

　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化、品質の向上やお客様のニーズに

あった製品の提供につとめてまいりました結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は63億80百万円（前年同

期比7.7％増）となりました。

　利益面につきましては、売上高の増加に加えて、原価低減活動の強化等に積極的に取組みました結果、営業

利益は２億53百万円（前年同期比64.8％増）、経常利益は３億11百万円（前年同期比78.5％増）、四半期純利

益は２億16百万円（前年同期比100.5％増）となりました。

(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は258億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億43百万円の増

加となりました。このうち、流動資産の増加（前連結会計年度末比４億77百万円増）は売上債権の増加、固定資

産の増加（前連結会計年度末比66百万円増）は繰延税金資産の増加がそれぞれ主な要因となっております。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は148億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億37百万円の増

加となりました。このうち、流動負債の増加（前連結会計年度末比１億47百万円増）は仕入債務の増加、固定負

債の増加（前連結会計年度末比６億89百万円増）は会計基準の改正に伴う退職給付に係る負債の増加がそれぞれ

主な要因となっております。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は110億７百万円となり、前述の会計基準の改正に伴う利益剰余金

の減少等により前連結会計年度末に比べ２億93百万円の減少となりました。

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はあり

ません。

　また、新たに生じた課題はありません。

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,573,454 17,573,454
東京証券取引所
（市場第二部）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式
単元株式数1,000株

計 17,573,454 17,573,454 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。　

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。　

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。　

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

― 17,573,454 ― 2,317,954 ― 1,872,005
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 119,000
 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

(相互保有株式)
普通株式 90,000
 

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,178,000
 

 

17,177 同上

単元未満株式 普通株式 186,454
 

 

― 同上

発行済株式総数 17,573,454 ― ―

総株主の議決権 ― 17,177 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式535株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ダイベア株式会社

大阪府和泉市あゆみ野
2丁目8番1号

119,000 ― 119,000 0.68

(相互保有株式)
株式会社トーミック

三重県伊賀市外山
200番地

90,000 ― 90,000 0.51

計 ― 209,000 ― 209,000 1.19
 

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお当該株式数

は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれておりますが、議決権の個数(1個)は「議決権

の数」欄に含まれておりません。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 588,630 567,024

  受取手形及び売掛金 8,272,085 8,469,177

  商品及び製品 249,411 260,555

  仕掛品 1,468,198 1,550,103

  原材料及び貯蔵品 232,582 240,081

  繰延税金資産 326,155 426,656

  未収入金 1,025,708 1,128,672

  その他 11,464 9,512

  貸倒引当金 △44,000 △44,000

  流動資産合計 12,130,237 12,607,783

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,699,892 2,685,831

   機械装置及び運搬具（純額） 5,074,810 4,875,031

   工具、器具及び備品（純額） 157,543 161,893

   土地 1,915,475 1,915,475

   建設仮勘定 90,146 89,384

   その他（純額） 51,700 67,336

   有形固定資産合計 9,989,569 9,794,953

  無形固定資産 5,695 5,277

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,204,873 2,186,326

   長期貸付金 24,080 24,665

   繰延税金資産 727,612 1,003,669

   その他 230,982 234,059

   貸倒引当金 △15,050 △15,050

   投資その他の資産合計 3,172,498 3,433,671

  固定資産合計 13,167,763 13,233,902

 資産合計 25,298,000 25,841,685
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 5,917,446 6,186,162

  短期借入金 420,000 320,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※１  200,000 ※１  200,000

  未払金 875,016 503,483

  未払費用 764,113 1,056,989

  未払法人税等 228,622 196,262

  役員賞与引当金 28,000 12,600

  未払消費税等 64,600 147,275

  その他 45,968 68,554

  流動負債合計 8,543,768 8,691,328

 固定負債   

  長期借入金 ※１  2,700,000 ※１  2,600,000

  役員退職慰労引当金 138,222 147,466

  退職給付に係る負債 2,556,824 3,324,107

  その他 58,544 71,460

  固定負債合計 5,453,590 6,143,034

 負債合計 13,997,359 14,834,362

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,317,954 2,317,954

  資本剰余金 1,872,174 1,872,174

  利益剰余金 6,935,659 6,625,770

  自己株式 △40,779 △40,994

  株主資本合計 11,085,008 10,774,905

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 30,762 37,579

  退職給付に係る調整累計額 △152,151 △149,372

  その他の包括利益累計額合計 △121,388 △111,792

 少数株主持分 337,021 344,210

 純資産合計 11,300,641 11,007,323

負債純資産合計 25,298,000 25,841,685
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 5,921,825 6,380,576

売上原価 5,445,952 5,803,464

売上総利益 475,872 577,112

販売費及び一般管理費 322,066 323,677

営業利益 153,806 253,434

営業外収益   

 持分法による投資利益 46,190 51,591

 その他 7,735 12,061

 営業外収益合計 53,925 63,653

営業外費用   

 支払利息 10,650 3,827

 支払手数料 22,364 1,446

 その他 28 1

 営業外費用合計 33,043 5,275

経常利益 174,688 311,811

特別利益   

 固定資産売却益 499 -

 特別利益合計 499 -

特別損失   

 減損損失 2,968 191

 固定資産除却損 2,736 4,329

 特別損失合計 5,704 4,521

税金等調整前四半期純利益 169,483 307,290

法人税、住民税及び事業税 38,679 194,967

法人税等調整額 19,507 △116,232

法人税等合計 58,187 78,735

少数株主損益調整前四半期純利益 111,296 228,555

少数株主利益 3,413 12,209

四半期純利益 107,882 216,346
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 111,296 228,555

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,029 300

 退職給付に係る調整額 - 2,778

 持分法適用会社に対する持分相当額 4,805 6,196

 その他の包括利益合計 5,834 9,275

四半期包括利益 117,130 237,831

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 113,716 225,942

 少数株主に係る四半期包括利益 3,413 11,889
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、従業員の平均残存勤

務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一

の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が735,827千円増加し、利益剰余金が

473,873千円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ6,195千円減少しております。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

当社の持分法適用会社である光洋販売株式会社の平成26年６月24日に開催された定時株主総会におきまして、

同社が当社の親会社である株式会社ジェイテクトに平成26年10月１日を期日とし吸収合併されることが承認され

ました。これにより同社は、合併期日以降当社の持分法適用会社から除外されます。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ シンジケートローン契約の残高は次のとおりであり、下記の財務制限条項が付されております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

シンジケートローン契約残高 2,900,000千円 2,800,000千円
 

 

(財務制限条項)

各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸

借対照表の純資産の部の金額の75％以上に維持すること、および連結損益計算書の経常損益を２期連続で損失と

しないこと。

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 308,312千円 323,221千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

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 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 52,381 3.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

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 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 52,361 3.00 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、軸受製造並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 6.19円 12.42円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 107,882 216,346

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 107,882 216,346

普通株式の期中平均株式数(千株) 17,430 17,424
 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月７日

ダイベア株式会社

取締役会  御中

 

京 都 監 査 法 人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   柴   田         篤   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   梶   田   明   裕   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイベア株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイベア株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

ダイベア株式会社(E01608)

四半期報告書

15/15


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

