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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,111 △27.9 95 △88.3 117 △85.5 △171 ―
21年3月期第3四半期 11,246 ― 816 ― 811 ― 411 ―

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3四半期 △26.04 ―
21年3月期第3四半期 62.43 ―

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3四半期 13,368 7,592 52.0 1,055.11
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3四半期  6,946百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,583,927株 21年3月期第3四半期 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３四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、急激な為替変動などが加わり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
人消費の低迷等デフレ圧力が強まるなど国内景気の低調が続いております。 
 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３四半期連結累計期間の連結売上高は８,１１１,５１６千円となり、前年同期比 
３,１３５,２１６千円（２７．９％）減収となりました。 
 連結営業利益は９５,９６９千円となり、前年同期比７２０,８０９千円（８８．３％）の減益、連結経常利益
は１１７,６８７千円となり、前年同期比６９４,０７５千円（８５．５％）の減益、連結四半期純損失は 
１７１,４１２千円となり、前年同期比５８２,４２３千円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３四半期連結会計期間末の総資産は１３,３６８,５１９千円となり、前連結会計年度末に比べ 
５９３,５９４千円減少いたしました。 
 流動資産は、６,５２６,５４２千円となり３４６,０２７千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８３,９２９千円、現金及び預金が１０８,２６９千円減少し、また、たな卸資産は生産
調整等により１７８,１２１千円減少いたしました。 
 固定資産は、６,８４１,９７６千円となり２４７,５６７千円減少いたしました。 
 有形固定資産は、６,２７９,８６９千円となり１８７,４４７千円減少いたしました。主な要因は、機械装置の
減価償却等１４４，４６３千円や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、１１４,３１６千円となり１０,７０７千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、４４７,７９１千円となり７０,８２６千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３四半期連結会計期間末の負債合計は５,７７６,２５２千円となり、前連結会計年度末に比べ 
４３９,９４７千円減少いたしました。 
 流動負債は、４,２３６,３５９千円となり４７０,７４３千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１３４,５６８千円減少、未払金１２３,５７９千円や未払法人税等１０２,７６４千円減
少したことであります。 
 固定負債は１,５３９,８９２千円となり３０,７９６千円増加いたしました。主な要因は、長期借入金が 
７３,３６６千円、退職給付引当金が２６,２８０千円増加しましたが、一方で、社債の返済で５０,１００千円減
少したことによるものであります。 
  
 当第３四半期連結会計期間末の純資産は７,５９２,２６６千円となり、前連結会計年度末に比べ１５３,６４６
千円減少いたしました。当連結四半期純損失１７１,４１２千円に加え、配当金の支払で７９,００７千円減少す
る一方で、為替換算調整勘定２８,２４４千円、その他有価証券評価差額金６,９３８千円および少数株主持分 
６１,６５８千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５２．０％となりました。 
  
(キャッシュ・フローについて) 
 当第３四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１０８,２６９千円減少して１,５３３,４９０千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四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４２６,４１３千円増加
して１６７,２４７千円となりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純利益７４,８６７千円、減価償却費２８５,３８９千円、売上債権の減少に
より１０３,５５３千円増加及び、たな卸資産の減少により１９３,３５３千円増加いたしました。一方、仕入債
務の減少により１４０,１１４千円減少、未払金・未払費用で２５１,９５２千円減少、法人税等の支払 
２４１,７１０千円等減少いたしました。 
（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７８,２５２千円減少して１５３,０３２千円となりました。 
 主な要因は、有形固定資産の取得による支出１１９,４１９千円、ソフトウエアの取得による支出１６,８７０
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３２０,２１２千円増加して１２０,４９８千円となりました。 
 主な要因は、長期借入金の増加１００,９１６千円や短期借入金の返済６６,８３８千円、社債の償還 
５０,１００千円、配当金の支払７８,７２０千円等であります。

日本レヂボン㈱(5389)　平成22年３月期 第３四半期決算短信

- 3 -



 
  
  

 
  

 
  

 
  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

 当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,533,490 1,641,760

受取手形及び売掛金 3,299,447 3,383,376

商品及び製品 896,962 884,863

仕掛品 56,179 85,935

原材料及び貯蔵品 554,822 715,286

未収還付法人税等 83,758 19,676

その他 107,756 147,379

貸倒引当金 △5,874 △5,709

流動資産合計 6,526,542 6,872,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,008,794 3,082,216

減価償却累計額 △1,627,095 △1,650,389

建物及び構築物（純額） 1,381,699 1,431,827

土地 4,013,892 4,009,457

その他 3,188,281 3,162,179

減価償却累計額 △2,304,003 △2,136,146

その他（純額） 884,277 1,026,032

有形固定資産合計 6,279,869 6,467,317

無形固定資産 114,316 103,608

投資その他の資産 447,791 518,618

固定資産合計 6,841,976 7,089,543

資産合計 13,368,519 13,962,113

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,126,916 2,288,404

短期借入金 1,480,000 1,539,335

未払法人税等 10,666 113,431

その他 618,775 765,932

流動負債合計 4,236,359 4,707,103

固定負債   

社債 99,600 149,700

長期借入金 577,575 504,209

退職給付引当金 663,253 636,973

役員退職慰労引当金 50,220 67,800

その他 149,244 150,414

固定負債合計 1,539,892 1,509,096

負債合計 5,776,252 6,216,199
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,066,978 5,317,398

自己株式 △10,326 △10,259

株主資本合計 7,093,417 7,343,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,805 9,866

為替換算調整勘定 △163,486 △191,731

評価・換算差額等合計 △146,681 △181,865

少数株主持分 645,531 583,873

純資産合計 7,592,266 7,745,913

負債純資産合計 13,368,519 13,962,113
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

売上高 11,246,732 8,111,516

売上原価 8,340,178 6,158,208

売上総利益 2,906,553 1,953,307

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 1,014,887 962,997

退職給付費用 65,633 72,022

役員退職慰労引当金繰入額 10,985 4,140

貸倒引当金繰入額 10,199 3,811

その他 988,069 814,367

販売費及び一般管理費合計 2,089,774 1,857,338

営業利益 816,779 95,969

営業外収益   

受取利息 1,924 291

受取配当金 4,736 3,363

為替差益 22,993 4,413

受取手数料 23,962 －

助成金収入 － 41,832

その他 21,622 20,681

営業外収益合計 75,240 70,584

営業外費用   

支払利息 37,591 26,326

売上割引 － 9,802

その他 42,664 12,737

営業外費用合計 80,256 48,865

経常利益 811,763 117,687

特別利益   

固定資産売却益 655 194

貸倒引当金戻入額 191 －

特別利益合計 846 194

特別損失   

固定資産除却損 7,687 37,906

投資有価証券評価損 12,451 －

その他 1,910 5,108

特別損失合計 22,049 43,014

税金等調整前四半期純利益 790,560 74,867

法人税、住民税及び事業税 306,365 76,855

法人税等調整額 △2,415 126,596

法人税等合計 303,949 203,452

少数株主利益 75,600 42,828

四半期純利益又は四半期純損失（△） 411,010 △171,412
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31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 790,560 74,867

減価償却費 287,131 285,389

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,273 25,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,585 △17,580

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） 10,008 3,811

受取利息及び受取配当金 △6,661 △3,655

支払利息 37,591 26,326

社債発行費 3,024 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,451 －

ゴルフ会員権評価損 1,770 －

売上債権の増減額（△は増加） 38,467 103,553

たな卸資産の増減額（△は増加） △592,137 193,353

仕入債務の増減額（△は減少） △99,689 △140,114

その他 △152,775 △142,761

小計 320,600 408,957

法人税等の支払額 △579,767 △241,710

営業活動によるキャッシュ・フロー △259,166 167,247

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 △34 －

定期預金の払戻による収入 3,159 －

投資有価証券の取得による支出 △19,128 △11,859

有形固定資産の取得による支出 △221,525 △119,419

有形固定資産の売却による収入 16,879 194

有形固定資産の除却による支出 － △11,367

ソフトウエアの取得による支出 △23,886 △16,870

利息及び配当金の受取額 6,708 3,691

その他 6,540 2,597

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,285 △153,032

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） 537,519 △66,838

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 △100,584 △99,084

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 △104,097 △78,720

利息の支払額 △30,099 △25,687

その他 △3,024 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー 199,713 △120,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,372 △1,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △338,110 △108,269

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 1,743,938 1,533,490
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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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