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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 7,813 ― △44 ― 48 ― △361 ―

21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △20.72 ―

21年3月期第2四半期 ― ―

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月期第2四半期 23,105 9,097 38.4 508.31
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,867百万円 21年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

22年3月期の1株当たり配当金予想額は、現時点では未定であります。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 2.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 16,500 ― 200 ― 200 ― △400 ― △22.93
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており、前年第2四半期及び前期末の連結業績については記載し
ておりません。 
3.平成22年3月期の配当金予想額につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから現時点では未定とし、今後の業績の動向等を勘案した上で、
開示が可能となった時点で速やかにご提案させていただきます。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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月期第2四半期 17,573,454株 21年3月期  ―株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  128,784株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 17,444,644株 21年3月期第2四半期 ―株
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(％表示は対前期増減率)   

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

  

  

  

  

「参考」個別業績予想

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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

    通期 16,500 △23.0       100 △79.1       100 △79.2    △450　　 －　     △25.75
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の急激な景気の悪化から底打ちの兆しが
見られるものの、雇用情勢の深刻な状況や急速な円高の進行など、依然として先行きは不透明な感があり
ます。 
 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、売上高は78億13百万円となりました。 
 利益面については、営業損失は44百万円、経常利益は48百万円となり、操業度の異常な低下に伴う損失
を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は３億61百万円となりました。 
 なお、当連結会計年度より重要性が増したため、子会社１社を連結会社、関連会社３社を持分法適用と
する四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第２四半期の連結業績については記載しておりませ
ん。 
  
  
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は231億5百万円、負債合計は140億8百万円、純資産合計は90億
97百万円となりました。 
 なお、当連結会計年度より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度の連結業績につい
ては記載しておりません。 
  
  
  

  

今後の見通しといたしましては、依然として不透明な経済情勢が続くと予測され、経営環境は非常に厳
しいものと思われます。 
 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。 
平成22年3月期の通期業績予想につきましては、平成21年5月7日および平成21年8月3日に公表した業績

予想を修正いたしました。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご
覧ください。 
  
  

  
  

①たな卸資産の評価方法 
   製品、仕掛品の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却 
  価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 ②固定資産の減価償却費の算定方法 
   固定資産の定率法に基づく減価償却費については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を 
  期間按分して算定しております。 
 ③繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 
   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時 
  差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度末において使用した将来 
  の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

当連結会計年度から「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

-4-

ダイベア㈱(6478)平成22年3月期第2四半期決算短信



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 458,734

受取手形及び売掛金 5,410,271

商品及び製品 214,043

仕掛品 1,239,408

原材料及び貯蔵品 220,133

繰延税金資産 304,103

未収入金 656,527

その他 11,023

貸倒引当金 △70,000

流動資産合計 8,444,245

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 3,502,695

構築物（純額） 229,122

機械及び装置（純額） 4,645,585

工具、器具及び備品（純額） 232,320

土地 2,653,045

建設仮勘定 350,339

その他（純額） 26,049

有形固定資産合計 11,639,157

無形固定資産 21,832

投資その他の資産  

投資有価証券 1,584,927

長期貸付金 14,454

繰延税金資産 1,267,637

その他 148,296

貸倒引当金 △15,050

投資その他の資産合計 3,000,265

固定資産合計 14,661,254

資産合計 23,105,500

-5-

ダイベア㈱(6478)平成22年3月期第2四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 3,917,035

短期借入金 1,520,000

未払金 773,022

未払費用 616,165

未払法人税等 37,535

未払消費税等 64,831

その他 31,236

流動負債合計 6,959,827

固定負債  

長期借入金 5,000,000

退職給付引当金 1,919,947

役員退職慰労引当金 117,891

その他 10,500

固定負債合計 7,048,338

負債合計 14,008,166

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,317,954

資本剰余金 1,872,174

利益剰余金 4,711,714

自己株式 △36,078

株主資本合計 8,865,764

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 1,570

評価・換算差額等合計 1,570

少数株主持分 229,998

純資産合計 9,097,334

負債純資産合計 23,105,500
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,813,803

売上原価 7,350,032

売上総利益 463,771

販売費及び一般管理費 508,724

営業損失（△） △44,953

営業外収益  

品質補償費戻入益 55,000

持分法による投資利益 22,942

補助金収入 37,400

その他 27,596

営業外収益合計 142,939

営業外費用  

支払利息 47,876

その他 1,754

営業外費用合計 49,630

経常利益 48,355

特別利益  

固定資産売却益 108

特別利益合計 108

特別損失  

減損損失 1,528

操業度低下損 622,714

その他 15,662

特別損失合計 639,904

税金等調整前四半期純損失（△） △591,441

法人税、住民税及び事業税 20,551

法人税等調整額 △263,595

法人税等合計 △243,044

少数株主利益 13,109

四半期純損失（△） △361,506
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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