
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本レヂボン株式会社 上場取引所 大 
コード番号 5389 URL http://www.resibon.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 今立 康一
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 管理本部長 （氏名） 浜田 和好 TEL 06-6538-0136
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月8日

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 5,124 △33.1 △44 ― △39 ― △228 ―
21年3月期第2四半期 7,661 ― 611 ― 596 ― 311 ―

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 △34.72 ―
21年3月期第2四半期 47.29 ―

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 13,240 7,629 52.7 1,059.65
21年3月期 13,962 7,745 51.3 1,087.79

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,976百万円 21年3月期  7,162百万円

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   

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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  無   

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 11,500 △19.2 190 △76.3 170 △79.1 10 △97.4 1.52
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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、４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 
平成21年８月３日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の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、添付資料の４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参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 6,600,000株 21年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  16,090株 21年3月期  16,000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 6,583,934株 21年3月期第2四半期 6,584,000株
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【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

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済対策などにより一部に景気回復の兆しが見られ
るものの、企業の厳しい収益状況を背景に設備投資の減少に加え雇用悪化に伴う個人消費の低迷等により国内景
気は低調に推移いたしました。 
 当業界におきましては、産業界の生産活動の停滞と設備投資の減少や、これらに伴う生産調整によるコストア
ップなど引き続き厳しい経営環境が続いております。 
 このような状況の中で、国内砥石製造部門は、生産調整によるコストアップをカバーすべく、国内販売につい
ては、製品価格対応や同行ＰＲの強化による市場シェア拡大に注力し、インドネシア向け輸出については、新製
品の投入や代理店営業員との帯同販売・展示会等による製品ＰＲの強化や海外ホームページによる大手ユーザー
からの引き合いサポートに注力しつつ、人件費の圧縮・販売促進費の効率活用など販売管理費の削減に鋭意努力
してまいりました。 
 海外生産子会社は、世界的な景気悪化の影響を受け砥石需要が減少し、生産数量の減少や材料比率の高い大径
切断砥石の販売比率の上昇などによる製造原価アップを改善すべく、薄厚切断砥石の開発商品化に努め需要発掘
と受注拡大による粗利益増加に注力してまいりました。 
 国内販売子会社は、景気悪化の影響を受け、砥石・機械工具・消耗品とも需要が減少し商品売上は計画を大幅
に下回りました。加えて、繰延税金資産の取り崩し処理もあり大幅な赤字計上を余儀なくされました。 
 このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は５,１２４,２４６千円となり、前年同期比 
２,５３７,２３９千円（３３．１％）減収となりました。 
連結営業損失は４４,１３８千円となり、前年同期比６５５,５０５千円（１０７．２％）の減益、連結経常損失
は３９,５４０千円となり、前年同期比６３６,２１５千円（１０６．６％）の減益、連結四半期純損失は 
２２８,５６８千円となり、前年同期比５３９,９００千円（１７３．４％）の減益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は１３,２４０,０９０千円となり、前連結会計年度末に比べ 
７２２,０２２千円減少いたしました。 
 流動資産は、６,３０５,６９４千円となり５６６,８７４千円減少いたしました。主な要因は、売上の減少に伴
い受取手形及び売掛金が４５３,９９７千円減少し、たな卸資産は生産調整等により１１４,２１７千円減少いた
しました。一方で、現金及び預金が５４,４７６千円増加いたしました。 
 固定資産は、６,９３４,３９５千円となり１５５,１４７千円減少いたしました。 
 有形固定資産は、６,３８４,２１８千円となり８３,０９９千円減少いたしました。主な要因は、神岡工場の建
物等の除却によるものであります。 
 無形固定資産は、１１０,１５９千円となり６,５５１千円増加いたしました。主な要因は、ＷＥＢ受発注ソフ
トの購入によるものであります。 
 投資その他の資産は、４４０,０１７千円となり７８,６００千円減少いたしました。主な要因は、国内販売子
会社において繰延税金資産を８９，４１１千円取り崩ししたことによるものであります。 
  
 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は５,６１０,７５３千円となり、前連結会計年度末に比べ 
６０５,４４６千円減少いたしました。 
 流動負債は、４,０４９,９７８千円となり６５７,１２４千円減少いたしました。主な要因は、仕入の減少に伴
い支払手形及び買掛金が３５９,４９５千円減少、未払金１４０,８３９千円や未払法人税等８８,７６１千円減少
したことであります。 
 固定負債は１,５６０,７７５千円となり５１,６７８千円増加いたしました。主な要因は、社債・長期借入金が
５１,７９４千円、退職給付引当金が２０,９８４千円増加し、一方で、役員退職慰労引当金取り崩しで 
１８,９６０千円等減少したことによるものであります。 
  
 当第２四半期連結会計期間末の純資産は７,６２９,３３６千円となり、前連結会計年度末に比べ１１６,５７６
千円減少いたしました。当連結四半期純損失２２８,５６８千円に加え、配当金の支払で３９,５０４千円減少す
る一方で、為替換算調整勘定７８,０００千円、その他有価証券評価差額金４,７２８千円および少数株主持分 
６８,８３５千円増加したことが主な要因であります。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の５１．３％から５２．７％となりました。 
  
(キャッシュ・フローについて) 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末
に比べ５４,４７６千円増加して１,６９６,２３６千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、前年同期に比べ７１,９２９千円増加し
て１８７,６３９千円となりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純損失７５,７９８千円、減価償却費１８９,３６７千円計上、売上債権の減
少により４９０,０２９千円増加及び、たな卸資産の減少により１５０,８６７千円増加いたしました。一方、仕
入債務の減少により３７３,７１４千円減少、未払金・未払費用等で１３２,８２８千円減少、法人税等８１,２４
０千円支払等により減少いたしました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動に使用された資金は、前年同期に比べ４５,７４３千円減少して９８,３９１千円となりました。 
主な要因は、有形固定資産の取得による支出８４,６２４千円、ソフトウエアの取得による支出１７,０５７千円
等であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動に使用された資金は、前年同期に比べ７０,４３２千円支出が減少して４２,１０６千円となりまし
た。 
 主な要因は、長期借入金の増加１３３,５９４千円や短期借入金の返済６６,３０２千円、社債の償還 
５０,１００千円、配当金の支払３９,４３６千円等であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 当第２四半期連結累計期間の業績状況と国内外の景況感を踏まえ、砥石部門について、国内砥石需要に一部回
復が窺われ、また、インドネシア向け輸出に明るさが見られるものの大きな回復は期待しがたく、また、電動工
具や研磨布紙などの仕入商品の需要が低迷しており先行き依然不透明であります。  
 ついてはこれらを勘案して平成２１年８月３日発表いたしました通期業績予想数値を修正しておりません。

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)

 該当事項はありません。

(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

 固定資産の減価償却費の算定方法 
  定率法を採用している資産については、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する方法 
 によっております。

(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

 該当事項はありません。
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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) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,696,236 1,641,760

受取手形及び売掛金 2,929,378 3,383,376

商品及び製品 949,171 884,863

仕掛品 73,523 85,935

原材料及び貯蔵品 549,173 715,286

その他 113,895 167,055

貸倒引当金 △5,683 △5,709

流動資産合計 6,305,694 6,872,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,034,237 3,082,216

減価償却累計額 △1,611,906 △1,650,389

建物及び構築物（純額） 1,422,330 1,431,827

土地 4,024,090 4,009,457

その他 3,224,270 3,162,179

減価償却累計額 △2,286,473 △2,136,146

その他（純額） 937,797 1,026,032

有形固定資産合計 6,384,218 6,467,317

無形固定資産 110,159 103,608

投資その他の資産 440,017 518,618

固定資産合計 6,934,395 7,089,543

資産合計 13,240,090 13,962,113

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,911,782 2,288,404

短期借入金 1,480,000 1,539,335

未払法人税等 24,670 113,431

その他 633,525 765,932

流動負債合計 4,049,978 4,707,103

固定負債   

社債 99,600 149,700

長期借入金 606,103 504,209

退職給付引当金 657,957 636,973

役員退職慰労引当金 48,840 67,800

その他 148,274 150,414

固定負債合計 1,560,775 1,509,096

負債合計 5,610,753 6,216,199
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（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) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,049,325 5,317,398

自己株式 △10,326 △10,259

株主資本合計 7,075,764 7,343,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,594 9,866

為替換算調整勘定 △113,731 △191,731

評価・換算差額等合計 △99,136 △181,865

少数株主持分 652,708 583,873

純資産合計 7,629,336 7,745,913

負債純資産合計 13,240,090 13,962,113
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

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 7,661,486 5,124,246

売上原価 5,678,535 3,917,599

売上総利益 1,982,950 1,206,647

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 668,033 648,836

退職給付費用 44,036 47,596

役員退職慰労引当金繰入額 8,600 2,760

貸倒引当金繰入額 7,266 4,502

その他 643,646 547,090

販売費及び一般管理費合計 1,371,584 1,250,786

営業利益又は営業損失（△） 611,366 △44,138

営業外収益   

受取利息 1,496 251

受取配当金 2,771 2,091

受取手数料 16,260 －

助成金収入 － 22,687

その他 25,474 15,446

営業外収益合計 46,003 40,476

営業外費用   

支払利息 24,183 18,801

支払手数料 － 7,800

その他 36,511 9,275

営業外費用合計 60,694 35,877

経常利益又は経常損失（△） 596,675 △39,540

特別利益   

固定資産売却益 675 －

貸倒引当金戻入額 462 22

特別利益合計 1,138 22

特別損失   

固定資産除却損 － 31,172

投資有価証券評価損 11,786 －

その他 2,195 5,108

特別損失合計 13,982 36,280

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

583,830 △75,798

法人税、住民税及び事業税 253,968 21,406

法人税等調整額 △28,380 114,528

法人税等合計 225,587 135,934

少数株主利益 46,910 16,835

四半期純利益又は四半期純損失（△） 311,332 △228,568
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

583,830 △75,798

減価償却費 190,018 189,367

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,863 18,977

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,200 △18,960

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,381 4,480

受取利息及び受取配当金 △4,267 △2,343

支払利息 24,183 18,801

社債発行費 3,024 －

投資有価証券評価損益（△は益） 11,786 －

売上債権の増減額（△は増加） 178,168 490,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △390,172 150,867

仕入債務の増減額（△は減少） △26,503 △373,714

その他 △107,394 △132,828

小計 441,355 268,879

法人税等の支払額 △325,645 △81,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,709 187,639

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 △35 －

定期預金の払戻による収入 3,255 －

投資有価証券の取得による支出 △11,496 △1,089

有形固定資産の取得による支出 △138,887 △84,624

有形固定資産の売却による収入 5,642 －

ソフトウエアの取得による支出 － △17,057

利息及び配当金の受取額 4,327 2,378

その他 △6,940 2,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △144,134 △98,391

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 152,100 △66,302

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △75,406 △66,406

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △400,000 △50,100

配当金の支払額 △65,840 △39,436

利息の支払額 △20,368 △19,794

その他 △3,024 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,538 △42,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,616 7,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,581 54,476

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,048 1,641,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,894,467 1,696,236
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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