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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 23,201 △5.2 227 △60.5 446 △42.6 301 △22.0

24年3月期 24,468 4.3 576 △31.9 777 △22.4 386 △63.2

（注）包括利益 25年3月期 333百万円 （△20.0％） 24年3月期 416百万円 （△61.4％）

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
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 ％ ％ ％

25年3月期 17.28 ― 2.9 1.7 1.0
24年3月期 22.15 ― 3.7 3.1 2.4

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  202百万円 24年3月期  199百万円

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

25年3月期 24,971 10,984 42.7 611.92
24年3月期 26,128 10,743 40.0 599.55

（参考） 自己資本   25年3月期  10,666百万円 24年3月期  10,452百万円

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

25年3月期 2,204 △1,222 △803 370
24年3月期 855 △867 △705 190

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00 87 22.6 0.8
25年3月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00 87 28.9 0.8

26年3月期(予想) ― 2.00 ― 3.00 5.00 29.1

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 11,500 △5.0 100 △63.1 150 △63.2 100 △62.6 5.74
通期 23,500 1.3 350 53.7 450 0.8 300 △0.4 17.21



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま
す。詳細は、添付資料P.17 「4.連結財務諸表 （7）会計方針の変更等」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 有

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 17,573,454 株 24年3月期 17,573,454 株

② 期末自己株式数 25年3月期 142,098 株 24年3月期 139,689 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 17,432,380 株 24年3月期 17,436,103 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 23,201 △5.2 163 △67.2 242 △53.9 149 △29.9

24年3月期 24,470 4.4 499 △35.0 525 △29.6 213 △75.6

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

25年3月期 8.56 ―

24年3月期 12.20 ―

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

25年3月期 23,094 8,992 38.9 515.04
24年3月期 24,447 8,928 36.5 511.26

（参考） 自己資本 25年3月期  8,992百万円 24年3月期  8,928百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料P.2 「1.経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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（当期の経営成績）  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等による緩やかな回復基調に加

え、昨年末からの株価の回復及び円安傾向等、一部に明るい兆しも見られましたが、欧州債務問題や中

国需要の減少の影響もあり、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

 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が、当連結会計年度の売上高は232億１百万円（前年度

比5.2％減）となりました。 

 利益面につきましては、原価低減活動の強化や業務の改善に取組みましたが、売上高が減少したこと

などにより、営業利益は前年度に比べ３億48百万円減の２億27百万円、経常利益は３億31百万円減の４

億46百万円、当期純利益は前年度に比べ84百万円減の３億１百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

 資源価格の高騰や不安定な電力事情など経済活動を阻害する要素が存在し、予断を許さない状況が続

くものと思われます。 

 当社グループといたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に鋭

意取組むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推進

し、企業体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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（資産、負債及び純資産の状況に関する分析）  

 当連結会計年度末の資産合計は249億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億56百万円の減少

となりました。このうち、流動資産の減少（前連結会計年度末比14億63百万円減）は売上債権の減少に

よるもの、固定資産の増加（前連結会計年度末比３億６百万円増）は有形固定資産の増加、がそれぞれ

主な要因となっております。  

 当連結会計年度末の負債合計は139億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億97百万円の減少

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15億41百万円増）は１年以内返済予定

となった長期借入金の流動負債への振替による増加、固定負債の減少（前連結会計年度末比29億38百万

円減）は前述の長期借入金の流動負債への振替による減少、がそれぞれ主な要因となっております。  

 当連結会計年度末の純資産合計は109億84百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度

末に比べ２億40百万円の増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況に関する分析）  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１億79百万円増加

し３億70百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

・営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費13億19百万円及び売上債

権の減少額15億９百万円等の増加、仕入債務の減少額９億42百万円等の減少により22億４百万円とな

り、前連結会計年度に比べ13億49百万円の増加となりました。  

・投資活動によるキャッシュ・フロー  

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11億

74百万円等により△12億22百万円となり、前連結会計年度に比べ３億55百万円の減少となりました。  

・財務活動によるキャッシュ・フロー  

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出７億円

等により△８億３百万円となり、前連結会計年度に比べ97百万円の減少となりました。 

  

  

当社は、業績および将来の事業展開などを総合的に勘案しながら、安定的な配当を継続することを基

本としております。  

 当期の配当金につきましては、１株当たり年間５円（中間２円、期末３円）とさせていただく予定で

あります。  

 また、次期の配当金につきましても、１株当たり年間５円（中間２円、期末３円）を予定しておりま

す。 

  

  

  

（２）財政状態に関する分析

（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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当社は親会社である株式会社ジェイテクトの企業集団に属しております。当社の関係会社は５社(子会

社１社・関連会社４社)であり、軸受の製造販売を主な事業としております。 

当社の事業に係わる各社の位置づけは次の系統図のとおりであります。 

  

  

 

  

  

２．企業集団の状況

【事業の内容】

-4-

ダイベア㈱（6478）平成25年３月期決算短信



  

  

 
(注) １．親会社である株式会社ジェイテクトは、有価証券報告書を提出しております。 

２．議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配されているため親会社としております。 

３．議決権の所有割合は100分の20未満でありますが、実質的に影響力をもっているため関連会社としておりま

す。 

４．議決権の被所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。 

  

【関係会社の状況】

名称 住所
資本金 
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社)

株式会社ジェイテクト 
(注)１,２

大阪市中央区 45,591,403
ベアリングの
製造・販売

―
48.7
(2.6)

当社の製品を販売並びに原材料等を
購入している。 
役員の兼任 １人

(子会社)

ミケヤマ機工株式会社 大阪府貝塚市 10,000
ベアリングの
旋削加工

50.0 ―
当社へ旋削品を納入並びに材料等を
有償受給している。 
役員の兼任 ２人

(関連会社)

光洋販売株式会社 大阪市浪速区 482,590
ベアリングの
販売

36.7 ― 当社の製品を販売している。

株式会社トーミック 三重県伊賀市 10,000
ベアリングの
旋削加工

32.5 ―
当社へ旋削品を納入並びに材料等を
有償受給している。 
役員の兼任 ２人

コーヨー久永株式会社 
(注)３

東京都港区 200,000
ベアリングの
販売

18.4 ― 当社の製品を販売している。

東京エッチ・アイ・シー 
株式会社 
(注)３

東京都江東区 20,000
ベアリングの
販売

15.0 ―
当社の製品を販売している。
役員の兼任 ２人
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当社グループは、ベアリングおよびベアリングに関連する製品の製造・販売を主たる事業とし、独自

技術の研鑽・向上につとめ、株主・取引先・従業員などの信頼と期待に応えるとともに事業の発展をは

かり、社会へ貢献することを経営理念として活動しています。 

  

当社グループは、高収益体質を目指し、営業利益率、経常利益率を主要な経営指標としております。

損益分岐点の分析などにより、これら利益率の向上に取組んでいます。 

  

当社グループは、高収益体質への変革に向けて商品力・技術力の強化、生産性の向上や業務改革など

につとめ、今後、ますます激化する市場競争への対応として、企業基盤の強化をはかるべく取組んでい

ます。 

  

当社グループは、日常の原価改善活動に加えて、生産の効率化、品質保証体制の強化、効率的な設備

投資や受注体制の強化をはかってまいります。 

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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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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 329,841 546,946

受取手形及び売掛金 10,098,216 8,588,487

有価証券 1,512 －

商品及び製品 213,694 253,537

仕掛品 1,414,591 1,322,239

原材料及び貯蔵品 227,176 218,584

繰延税金資産 540,959 478,359

未収入金 1,039,137 987,946

その他 7,609 9,122

貸倒引当金 △50,000 △46,000

流動資産合計 13,822,739 12,359,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,944,538 6,041,876

減価償却累計額 △2,892,888 △3,193,825

建物及び構築物（純額） 3,051,650 2,848,051

機械装置及び運搬具 24,365,850 25,186,037

減価償却累計額 △20,065,626 △20,697,717

機械装置及び運搬具（純額） 4,300,223 4,488,320

工具、器具及び備品 1,240,183 1,275,729

減価償却累計額 △1,112,709 △1,151,751

工具、器具及び備品（純額） 127,474 123,977

土地 1,915,475 1,915,475

建設仮勘定 133,640 284,248

その他 51,753 44,952

減価償却累計額 △25,188 △21,477

その他（純額） 26,564 23,474

有形固定資産合計 9,555,028 9,683,547

無形固定資産

ソフトウエア 8,007 5,934

その他 260 260

無形固定資産合計 8,268 6,194

投資その他の資産

投資有価証券 1,965,950 2,094,006

長期貸付金 17,535 16,677

繰延税金資産 600,115 610,287

その他 174,152 216,879

貸倒引当金 △15,050 △15,050

投資その他の資産合計 2,742,704 2,922,801

固定資産合計 12,306,001 12,612,543

資産合計 26,128,741 24,971,767
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,040,005 6,136,903

短期借入金 1,420,000 720,000

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000,000

未払金 725,813 963,335

未払費用 721,905 690,973

未払法人税等 47,477 36,644

未払消費税等 57,695 15,269

役員賞与引当金 38,500 28,500

その他 56,649 57,691

流動負債合計 10,108,046 11,649,316

固定負債

長期借入金 3,000,000 －

退職給付引当金 2,130,846 2,171,689

役員退職慰労引当金 115,215 138,148

環境対策引当金 14,024 5,856

その他 16,643 22,590

固定負債合計 5,276,728 2,338,284

負債合計 15,384,775 13,987,601

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 6,285,769 6,499,695

自己株式 △38,527 △39,023

株主資本合計 10,437,370 10,650,800

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,052 15,750

その他の包括利益累計額合計 15,052 15,750

少数株主持分 291,542 317,614

純資産合計 10,743,965 10,984,165

負債純資産合計 26,128,741 24,971,767
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 24,468,346 23,201,097

売上原価 22,630,599 21,740,737

売上総利益 1,837,747 1,460,359

販売費及び一般管理費 1,261,370 1,232,687

営業利益 576,376 227,672

営業外収益

持分法による投資利益 199,443 202,071

補助金収入 37,400 37,400

その他 47,104 41,311

営業外収益合計 283,948 280,783

営業外費用

支払利息 78,267 58,635

その他 4,394 3,173

営業外費用合計 82,661 61,808

経常利益 777,663 446,646

特別利益

固定資産売却益 1,333 1,387

投資有価証券売却益 163 －

投資有価証券償還益 － 337

特別利益合計 1,496 1,724

特別損失

減損損失 2,438 2,049

固定資産除却損 5,214 10,148

その他 24 211

特別損失合計 7,678 12,409

税金等調整前当期純利益 771,481 435,961

法人税、住民税及び事業税 58,560 52,906

法人税等調整額 296,590 50,745

法人税等合計 355,151 103,651

少数株主損益調整前当期純利益 416,330 332,309

少数株主利益 30,176 31,072

当期純利益 386,153 301,236
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連結包括利益計算書
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 416,330 332,309

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 502 3,142

持分法適用会社に対する持分相当額 △508 △2,445

その他の包括利益合計 △5 697

包括利益 416,324 333,007

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 386,147 301,934

少数株主に係る包括利益 30,176 31,072
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,317,954 2,317,954

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,317,954 2,317,954

資本剰余金

当期首残高 1,872,174 1,872,174

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,872,174 1,872,174

利益剰余金

当期首残高 5,986,949 6,285,769

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

当期純利益 386,153 301,236

当期変動額合計 298,820 213,925

当期末残高 6,285,769 6,499,695

自己株式

当期首残高 △37,570 △38,527

当期変動額

自己株式の取得 △957 △496

当期変動額合計 △957 △496

当期末残高 △38,527 △39,023

株主資本合計

当期首残高 10,139,507 10,437,370

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

当期純利益 386,153 301,236

自己株式の取得 △957 △496

当期変動額合計 297,863 213,429

当期末残高 10,437,370 10,650,800
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 15,058 15,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5 697

当期変動額合計 △5 697

当期末残高 15,052 15,750

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 15,058 15,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5 697

当期変動額合計 △5 697

当期末残高 15,052 15,750

少数株主持分

当期首残高 266,365 291,542

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,176 26,072

当期変動額合計 25,176 26,072

当期末残高 291,542 317,614

純資産合計

当期首残高 10,420,930 10,743,965

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

当期純利益 386,153 301,236

自己株式の取得 △957 △496

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,171 26,770

当期変動額合計 323,034 240,199

当期末残高 10,743,965 10,984,165
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 771,481 435,961

減価償却費 1,455,476 1,319,589

減損損失 2,438 2,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,000 △4,000

未払賞与の増減額（△は減少） △1,416 △12,141

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 91,297 40,843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,640 22,933

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △8,168

受取利息及び受取配当金 △2,581 △1,890

補助金収入 △37,400 △37,400

支払利息 78,267 58,635

持分法による投資損益（△は益） △199,443 △202,071

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,881 8,761

売上債権の増減額（△は増加） △2,504,101 1,509,729

たな卸資産の増減額（△は増加） 114,348 61,602

その他の流動資産の増減額（△は増加） △136,665 20,701

仕入債務の増減額（△は減少） 1,357,498 △942,340

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,991 △56,708

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 8,000

小計 913,450 2,214,086

利息及び配当金の受取額 52,831 78,253

補助金の受取額 37,400 37,400

利息の支払額 △88,313 △58,960

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △59,570 △65,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 855,798 2,204,994

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 △61,461 △98,842

定期預金の払戻による収入 43,278 61,210

有価証券の売却及び償還による収入 1,029 1,747

有形固定資産の取得による支出 △842,349 △1,174,160

有形固定資産の売却による収入 4,144 1,440

貸付けによる支出 △2,000 △3,200

貸付金の回収による収入 7,395 4,058

その他の支出 △30,880 △26,490

その他の収入 13,682 12,037

投資活動によるキャッシュ・フロー △867,159 △1,222,198
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 1,400,000 △700,000

長期借入金の返済による支出 △2,000,000 －

自己株式の取得による支出 △957 △496

リース債務の返済による支出 △10,717 △10,396

配当金の支払額 △89,149 △87,428

少数株主への配当金の支払額 △5,000 △5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △705,823 △803,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △717,184 179,473

現金及び現金同等物の期首残高 907,812 190,628

現金及び現金同等物の期末残高 190,628 370,102
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該当事項はありません。 

  

  

全ての子会社を連結しております。 

連結子会社の数    １社 

連結子会社名 

ミケヤマ機工株式会社 

持分法適用の関連会社の数    ３社 

持分法適用の関連会社名 

光洋販売株式会社 

株式会社トーミック 

コーヨー久永株式会社 

持分法非適用の関連会社名 

東京エッチ・アイ・シー株式会社 

上記関連会社は、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、重要性が低いため、

持分法を適用しておりません。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

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) 

時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・仕掛品 

……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定) 

原材料・貯蔵品 

……移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定) 

（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

１  連結の範囲に関する事項

２  持分法の適用に関する事項

３  連結子会社の決算日等に関する事項

４  会計処理基準に関する事項
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③固定資産の減価償却の方法 

・有形固定資産（リース資産除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物            17～38年 

機械及び装置        12年 

・無形固定資産（リース資産除く） 

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)に基づく定額法を採用してお

ります。 

・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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

④引当金の計上基準 

・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。 

・役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し

ております。 

・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。 

過去勤務債務については、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(10年)による按

分額を費用処理することとしております。また、数理計算上の差異については、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(10年)による按分額を翌期より費用処理することとしておりま

す。 

・役員退職慰労引当金 

役員の将来の退職による支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額の100%を計上して

おります。 

・環境対策引当金 

環境対策を目的とした支出に備えるため、当連結会計年度末における支出見込額を計上しておりま

す。 

⑤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ヶ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。 

⑥その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社グループは、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益がそれぞれ20,261千円増加しております。 

  

  
退職給付引当金 

当社は、平成24年４月１日付けで退職金規定を改定し、退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度

へ移行するとともに、退職一時金制度及び確定給付企業年金制度の支給額算定方式をポイント制方式

へ変更し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用して

おります。 

これに伴う当連結会計年度の損益への影響は、軽微であります。 

  

  

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。 

  

 
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

   ２．１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。 

  

 
  

該当事項はありません。 

（７）会計方針の変更等

（８）追加情報

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 599.55円 611.92円

１株当たり当期純利益金額 22.15円 17.28円

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 386,153 301,236

 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) 386,153 301,236

 普通株式の期中平均株式数(千株) 17,436 17,432

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 165,509 322,986

受取手形 9,754 5,812

売掛金 10,088,198 8,582,675

有価証券 1,512 －

商品及び製品 215,034 255,352

仕掛品 1,412,598 1,291,339

原材料及び貯蔵品 213,142 200,853

前払費用 4,295 5,854

繰延税金資産 536,670 467,656

未収入金 1,125,544 1,109,676

その他 3,115 2,833

貸倒引当金 △50,000 △46,000

流動資産合計 13,725,375 12,199,040

固定資産

有形固定資産

建物 5,420,889 5,507,297

減価償却累計額 △2,558,875 △2,825,944

建物（純額） 2,862,013 2,681,352

構築物 430,085 438,212

減価償却累計額 △278,936 △307,683

構築物（純額） 151,149 130,529

機械及び装置 23,686,914 24,494,997

減価償却累計額 △19,541,679 △20,153,404

機械及び装置（純額） 4,145,234 4,341,592

車両運搬具 71,461 71,963

減価償却累計額 △63,822 △66,069

車両運搬具（純額） 7,638 5,894

工具、器具及び備品 1,234,563 1,270,109

減価償却累計額 △1,108,262 △1,146,714

工具、器具及び備品（純額） 126,300 123,394

土地 1,915,351 1,915,351

リース資産 41,733 34,932

減価償却累計額 △21,298 △15,583

リース資産（純額） 20,434 19,348

建設仮勘定 133,640 284,248

有形固定資産合計 9,361,764 9,501,713

無形固定資産

ソフトウエア 8,007 5,934

電話加入権 99 99

無形固定資産合計 8,106 6,033
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 55,078 60,174

関係会社株式 670,680 670,680

従業員に対する長期貸付金 17,535 16,677

長期前払費用 － 16,664

繰延税金資産 594,887 604,025

その他 29,088 34,472

貸倒引当金 △15,050 △15,050

投資その他の資産合計 1,352,219 1,387,643

固定資産合計 10,722,090 10,895,390

資産合計 24,447,465 23,094,430

負債の部

流動負債

支払手形 71,006 43,191

買掛金 7,239,408 6,288,965

短期借入金 1,400,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000,000

リース債務 8,088 7,499

未払金 725,813 963,335

未払費用 704,995 673,626

未払法人税等 20,231 31,652

未払消費税等 56,555 10,162

預り金 44,713 46,728

役員賞与引当金 36,000 26,000

設備支払手形 26,866 66,104

流動負債合計 10,333,679 11,857,267

固定負債

長期借入金 3,000,000 －

リース債務 12,345 11,901

退職給付引当金 2,119,548 2,160,953

役員退職慰労引当金 39,675 57,465

環境対策引当金 14,024 5,856

その他 － 8,000

固定負債合計 5,185,593 2,244,176

負債合計 15,519,273 14,101,444
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,317,954 2,317,954

資本剰余金

資本準備金 1,872,005 1,872,005

その他資本剰余金 169 169

資本剰余金合計 1,872,174 1,872,174

利益剰余金

利益準備金 579,488 579,488

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 403,327 403,327

別途積立金 2,470,000 2,470,000

繰越利益剰余金 1,321,793 1,383,940

利益剰余金合計 4,774,608 4,836,756

自己株式 △33,082 △33,578

株主資本合計 8,931,655 8,993,306

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,463 △320

評価・換算差額等合計 △3,463 △320

純資産合計 8,928,192 8,992,986

負債純資産合計 24,447,465 23,094,430
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（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高

売上高合計 24,470,485 23,201,141

売上原価

製品期首たな卸高 292,643 215,034

当期製品製造原価 22,715,280 21,902,829

合計 23,007,923 22,117,863

他勘定振替高 13,659 7,688

製品期末たな卸高 215,034 255,352

売上原価合計 22,779,230 21,854,822

売上総利益 1,691,255 1,346,319

販売費及び一般管理費

運賃 137,113 128,445

荷造費 141,974 131,860

輸出経費 2,663 972

広告宣伝費 281 189

通信費 5,105 4,869

交際費 5,147 4,597

旅費及び交通費 6,628 7,817

役員報酬 109,410 106,050

給料 259,445 284,211

従業員賞与 87,646 90,967

役員賞与引当金繰入額 26,050 16,460

法定福利費 47,139 50,131

福利厚生費 25,901 32,653

退職給付費用 30,774 28,797

役員退職慰労引当金繰入額 27,570 27,870

租税公課 32,495 31,641

保険料 2,071 765

事務用消耗品費 1,555 1,945

図書印刷費 6,167 6,133

減価償却費 103,761 83,140

賃借料 2,323 1,520

雑費 130,787 141,578

販売費及び一般管理費合計 1,192,014 1,182,620

営業利益 499,240 163,698
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,381 1,085

受取配当金 55,917 81,638

有価証券利息 315 390

補助金収入 37,400 37,400

雑収入 13,148 19,785

営業外収益合計 108,162 140,300

営業外費用

支払利息 77,967 58,335

支払手数料 1,500 2,500

雑損失 2,201 663

営業外費用合計 81,668 61,499

経常利益 525,734 242,499

特別利益

固定資産売却益 164 1

投資有価証券償還益 － 337

特別利益合計 164 339

特別損失

減損損失 2,438 2,049

固定資産除却損 5,202 10,138

特別損失合計 7,641 12,187

税引前当期純利益 518,258 230,651

法人税、住民税及び事業税 5,000 23,000

法人税等調整額 300,173 58,193

法人税等合計 305,173 81,193

当期純利益 213,085 149,458
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,317,954 2,317,954

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,317,954 2,317,954

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 1,872,005 1,872,005

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,872,005 1,872,005

その他資本剰余金

当期首残高 169 169

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 169 169

資本剰余金合計

当期首残高 1,872,174 1,872,174

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,872,174 1,872,174

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 579,488 579,488

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 579,488 579,488

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

当期首残高 372,013 403,327

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 31,314 －

当期変動額合計 31,314 －

当期末残高 403,327 403,327

別途積立金

当期首残高 2,470,000 2,470,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,470,000 2,470,000
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

繰越利益剰余金

当期首残高 1,227,354 1,321,793

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

固定資産圧縮積立金の積立 △31,314 －

当期純利益 213,085 149,458

当期変動額合計 94,438 62,147

当期末残高 1,321,793 1,383,940

利益剰余金合計

当期首残高 4,648,856 4,774,608

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期純利益 213,085 149,458

当期変動額合計 125,752 62,147

当期末残高 4,774,608 4,836,756

自己株式

当期首残高 △32,124 △33,082

当期変動額

自己株式の取得 △957 △496

当期変動額合計 △957 △496

当期末残高 △33,082 △33,578

株主資本合計

当期首残高 8,806,860 8,931,655

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

当期純利益 213,085 149,458

自己株式の取得 △957 △496

当期変動額合計 124,795 61,651

当期末残高 8,931,655 8,993,306
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △3,966 △3,463

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

502 3,142

当期変動額合計 502 3,142

当期末残高 △3,463 △320

評価・換算差額等合計

当期首残高 △3,966 △3,463

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

502 3,142

当期変動額合計 502 3,142

当期末残高 △3,463 △320

純資産合計

当期首残高 8,802,894 8,928,192

当期変動額

剰余金の配当 △87,332 △87,311

当期純利益 213,085 149,458

自己株式の取得 △957 △496

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 502 3,142

当期変動額合計 125,298 64,794

当期末残高 8,928,192 8,992,986
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（1）代表者の異動 

  該当事項はありません。 

（2）その他の役員の異動 

①退任予定取締役 

 専務取締役      倉 本 善 雄  （顧問に就任予定） 

 常務取締役      吉 田 賢 一  （参与に就任予定） 

②新任監査役候補 

 常勤監査役      川 西 博 美  （現 株式会社ジェイテクト 

                       産機・軸受事業本部原価管理部長） 

 監査役        田 中 明 文  （現 株式会社ジェイテクト執行役員） 

③退任予定監査役 

 常勤監査役      徳 永   徹  （顧問に就任予定） 

 監査役        山 本 勝 巳 

  

（注）新任監査役候補の川西博美及び田中明文の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査 

役であります。 

  

６．その他

 役員の異動（平成25年６月25日付予定）

-26-

ダイベア㈱（6478）平成25年３月期決算短信




