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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 11,275 △20.8 348 △56.6 365 △55.1 △35 ―
21年3月期 14,237 △8.7 802 △39.3 813 △37.4 386 △32.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 △5.34 ― △0.5 2.7 3.1
21年3月期 58.71 ― 5.3 5.5 5.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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

22年3月期 13,237 7,757 53.8 1,080.97
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  7,116百万円 21年3月期  7,162百万円

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

22年3月期 632 △288 △491 1,497
21年3月期 395 △471 △314 1,641

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 79 20.4 1.1
22年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 79 ― 1.1
23年3月期 

（予想）
― 6.00 ― 6.00 12.00 34.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

6,250 22.0 300 ― 270 ― 130 ― 19.75

通期 12,550 11.3 545 56.5 500 36.8 230 ― 34.93
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  16,090株 21年3月期  16,000株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 6,574 △18.1 254 △54.2 414 △37.6 256 △38.5
21年3月期 8,022 △8.5 554 △22.6 665 △27.5 417 △26.8

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

22年3月期 39.03 ―
21年3月期 63.45 ―

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 8,934 6,304 70.6 957.55
21年3月期 9,217 6,119 66.4 929.46

（参考） 自己資本 22年3月期  6,304百万円 21年3月期  6,119百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
３～８ページ「１．経営成績」をご覧ください。 

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 
累計期間

3,250 7.8 115 ― 130 204.1 80 193.4 12.15

通期 6,750 2.7 260 2.3 400 △3.6 230 △10.5 34.93
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当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、世界的 

な金融・経済危機による景気停滞、急激な為替変動などが加わり、企業収益へ影響を及ぼし設備 

投資の低調や雇用・所得状況に改善が見られず個人消費の低迷等デフレ圧力が強まるなど依然と 

して厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループにおきましては、国内の砥石製造部門は、上期の不振をカ 

バーするべく国内外の販売活動の強化に全力投球しつつ、人件費の圧縮や管理経費の削減や販売 

促進費の効率活用など販売管理費の削減に鋭意努力をしてまいりました。 

 海外生産子会社は薄厚切断砥石の需要発掘と受注拡大に注力しつつ、下期は、アジアを中心に 

した砥石需要が急増し旺盛な受注に対応するため、新たな生産設備の増強と要員確保によるリー 

ドタイムの短縮に向け格段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電動工具など設備関連商品を中心に研磨布紙など消 

耗品需要も低調で誠に厳しい経営を余儀なくされました。 

 これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は、１１,２７５,５５４千円となり、前連結会計 

年度に比べ２,９６１,５３６千円（２０．８％）減収となりました。 

 売上原価は、一部で材料費の低下が見られたものの世界的な景気悪化に伴い、国内・海外生産 

子会社合算で砥石の生産数量が前期比１８％減少するなど生産性が低下して売上原価率は前期比 

０．５ポイント悪化して７５．３％となりました。 

 この結果、売上総利益は、前期比７９７,９９０千円（２２．２％）減益の２,７８９,１１３千 

円となりました。 

 販売管理費は、役員数の削減や報酬カット、社員賞与の圧縮など人件費を中心に販売・管理費 

の削減と売上変動費の減少などもあり前期比３４４,００８千円（１２．４％）減少いたしまし 

た。 

 この結果、営業利益は、前期比４５３,９８１千円（５６．６％）減益の３４８,３１５千円と 

なりました。 

 営業外損益は、営業外収益は為替差益が前期比４３,５８１千円減少いたしましたが、雇用調整 

助成金の受入れもあり前期比５,７２０千円増加して１７,１９９千円の利益となりました。 

 経常利益は、前期比４４８,２６１千円（５５．１％）減益の３６５,５１５千円となりまし 

た。 

 特別損益は、投資有価証券売却益９,２５５千円、一方で、神岡工場建物解体など固定資産除却 

損を３７,９２７千円計上したため前期比８,４１４千円増加して３５,２８７千円の損失となりま 

した。 

 この結果、税金等調整前当期純利益は、３３０,２２８千円となり前期比４５６,６７５千円 

（５８．０％）減益となりました。 

 法人税、住民税及び事業税は、１７５,０１２千円となり前期比１５６,４３３千円 

（４７．２％）減少いたしました。 

 当期純利益は、３５,１３０千円の損失となり、前期比４２１,６５１千円減益となりました。 

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当期の経営成績)

１．当期の業績概況
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(1) 砥石・研磨布紙事業の売上高は、下期において国内・海外生産子会社とも砥石需要が回復 

   して上期対比で８６９,７３８千円（２１．８%）増収となりました。 

    うち、国内部門売上は、上期対比３２８,４５５千円（１０．７％）増収となりました。 

    海外部門売上は、上期対比５４１,２８３千円（５８．６％）増収となりました。 

    しかしながら、上期の不振をカバーできず、連結売上高は８,８３３,３４２千円となり 

   前連結会計年度に比べ２,１０８,３５３千円（１９．３％）の減収となりました。 

    営業利益は、売上の減収に加え、生産数量の減少による製造コストアップにより前連結 

   会計年度に比べ６８０,８７６千円（４６．８％）減益の７７３,８６５千円となりました。 

(2) 機械工具事業の売上高は、国内販売会社が取り扱う仕入商品の電動工具などの設備関連向 

   け需要が大幅に減少し１,７０３,７９９千円となり前連結会計年度に比べ 

   ６８２,２６８千円（２８．６％）減収となりました。 

    営業利益は、売上減少に伴い２９,９７６千円の損失となり前連結会計年度に比べ 

   ３５,１４９千円減益となりました。 

(3) 材料・その他事業の売上高は、自動車メーカー向けの設備機器や他社砥石メーカー向けの 

   ガラスクロスの需要が減少し７３８,４１３千円となり前連結会計年度に比べ 

   １７０,９１４千円（１８．８％）減収となりました。 

    営業利益は、炭素繊維プリプレグの加工賃収入が増加したため利益率が向上し 

   ５９,０４９千円となり前連結会計年度に比べ３,２１３千円（５．２％）の減益に止まり 

   ました。 

  

次期の我が国の経済状況は景気の底打ち・改善が期待されるものの、引き続き予断を許さない 

状況が続くものと思われます。 

 当業界におきましては、産業界の生産活動と設備投資の動向により砥石需要が影響を受け、生 

産活動の縮小によるコストアップや、国内マーケット縮小下でのシェア争いによる価格競争の激 

化、また、海外生産子会社は、受注拡大が見られるものの為替動向によっては輸出採算の悪化な 

どによる減益も考慮しており、当社グループにおきましては引き続き厳しい経営環境が続くもの 

と考えております。 

 これまで以上に、販売活動を強化しつつ、リードタイムの短縮に向けた生産体制の構築などに 

より製造コストの低減と経営の効率化・合理化・グローバル化を目指して鋭意努力してまいりま 

す。 

 このような状況を踏まえ、次期の業績予想は以下の通りであります。 

 
  

２．セグメント別の概況

(次期の見通し)

(連結業績予想)

売 上 高 １２，５５０百万円 （前年同期比１１．３％増）

営業利益 ５４５百万円 （前年同期比５６．５％増）

経常利益 ５００百万円 （前年同期比３６．８％増）

当期純利益 ２３０百万円 （前年同期比２６５百万円増）
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当連結会計年度末の総資産は１３,２３７,７０３千円となり、前連結会計年度末に比べ 

７２４,４０９千円減少いたしました。 

 流動資産は６,３１２,０１４千円となり、５６０,５５４千円減少いたしました。 

 主な要因は、現金及び預金が１４３,９５７千円減少し、また、売上の減少に伴い受取手形・売 

掛金が１３０,０９９千円減少、加えて、原材料を中心に、たな卸資産が２４６，３４２千円減少 

いたしました。 

 固定資産は６,９２５,６８８千円となり、前連結会計年度末に比べ１６３,８５４千円減少いた 

しました。有形固定資産は、機械装置などの減価償却と神岡工場の建物解体除却等により 

１９６,７３４千円減少して６,２７０,５８３千円となりました。 

 無形固定資産は、ＷＥＢ受発注や生産・販売管理ソフトの購入により前連結会計年度末に比べ 

６８,７４０千円増加して１７２,３４８千円となりました。 

 投資その他の資産は、取引拡大に繋げるための株式取得３６,２９９千円や有価証券の評価益増 

加等でその他有価証券が６０,７６４千円増加、子会社の繰延税金資産の取り崩し等により繰延税 

金資産が１０９,８８６千円減少して、前連結会計年度末に比べ３５,８６０千円減少して 

４８２,７５７千円となりました。 

 当連結会計年度末の負債合計は５,４８０,０８２千円となり、前連結会計年度末に比べ 

７３６,１１６千円減少いたしました。 

 流動負債は３,８８０,１７１千円となり、８２６,９３１千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・買掛金が１５３,３１８千円減少した他、短期借入金 

４５９,３３５千円、未払金１０７,０４８千円、未払費用９６,３０１千円、未払法人税等 

７３,３２１千円等減少したことであります。 

(2) 財政状態に関する分析

（資産・負債・純資産・キャッシュ・フローの概況に関する分析）

１．当期の概況

   （連結財政状態） （千円）

当  期 前  期 増  減

総資産 13,237,703 13,962,113 △ 724,409

自己資本 7,116,982 7,162,040 △ 45,057

自己資本比率 53.8% 51.3% 2.5%

１株当たり純資産 1,080.97円 1,087.79円 △6.82円

   （連結キャッシュ・フローの状況） （千円）

当  期 前  期 増  減

営業活動によるキャッシュ・フロー 632,197 395,489 236,707

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 288,249 △ 471,152 182,902

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 491,900 △ 314,489 △ 177,410

換算差額 3,995 △ 50,135 54,130

現金及び現金同等物の増減額 △ 143,957 △ 440,288 296,330

現金及び現金同等物の期末残高 1,497,802 1,641,760 △ 143,957

借入金・社債期末残高 2,113,909 2,426,456 △ 312,547
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固定負債は、長期借入金が１８３,８２８千円増加等により前連結会計年度末に比べ 

９０,８１４千円増加し１,５９９,９１１千円となりました。 

 当連結会計年度末の純資産は７,７５７,６２０千円となり前連結会計年度末に比べ１１,７０７ 

千円増加いたしました。 

 主な要因は、当期純損失３５,１３０千円、配当金の支出７９,００７千円、一方で、少数株主 

持分の増加５６,７６５千円、為替換算調整勘定の増加５８,０３８千円やその他有価証券評価差 

額金が１１,１０９千円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末より２．５ポイント増加して５３．８％となりま 

した。 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結 

会計年度末に比べ１４３,９５７千円減少して１,４９７,８０２千円となりました。 

 営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ２３６,７０７千円増加して 

６３２,１９７千円となりました。 

 主な要因は、税金等調整前当期純利益が３３０,２２８千円、減価償却費３８１,４２２千円、 

売上債権の減少により１６１,５０５千円、たな卸資産の減少により２７３,７２５千円増加し、 

仕入債務の減少により１６４,８２４千円減少、法人税等の支払額２４２,３５０千円によるもの 

です。 

 投資活動に使用された資金は、前連結会計年度に比べ１８２,９０２千円減少して 

２８８,２４９千円となりました。主な要因は、設備投資など有形固定資産の取得による支出 

１８９,３６３千円、ソフトウエアの取得による支出６１,６５１千円等によるものです。 

 財務活動に使用された資金は、前連結会計年度に比べ１７７,４１０千円増加して 

４９１,９００千円となりました。主な要因は、短期借入金および長期借入金の返済 

２１９,３１４千円、社債の償還１００,２００千円、配当金の支払１３５,７３３千円等によるも 

のです。 

 この結果、当連結会計年度末の借入金および社債残高は、前連結会計年度末に比べ 

３１２,５４７千円減少して２,１１３,９０９千円となりました。 

  

営業活動によって得られるキャッシュ・フローは、国内外の砥石需要の回復により税金等調整 

前当期純利益は前期に比べ増加する見込みで、６７０百万円内外を予想しております。 

 投資活動に使用されるキャッシュ・フローは、海外生産子会社の生産能力拡大投資を中心に、 

国内製造工場は、コンポジット事業部の建物設備機器の老朽化に伴う建て替え・機能維持投資や 

環境保全・改善投資など５５０百万円内外の支出を予定しております。 

 財務活動に使用されるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済に充てる予定で８０百万円程 

度の支出を予定しております。 

 以上の結果、次期の現金および現金同等物の期末残高は、１,６８０百万円内外を予想しており 

ます。 

  

２．次期の見通し

日本レヂボン㈱(5389)　平成22年３月期 決算短信

- 6 -



（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 
(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

    インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  

※  各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※  株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており 

    ます。 

 ※  キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー 

    を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支 

    払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・ 

    フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

当社は、業績および財務体質の強化、経営基盤の強化・拡充を考慮しつつ、長期的に安定した 

配当を行ってまいることを基本としておりますが、節目の周期に記念配当などを考慮することを 

検討してきております。 

 内部留保につきましては、製造設備の維持更新を中心に合理化・省力化投資や新素材開発等の 

研究開発に活用し、将来の収益向上および企業体質の強化とグローバル競争力の一層の強化に取 

り組んでまいります。 

 この方針のもと、当期の期末配当金は１株当り６円とさせていただく予定です。この結果、年 

間配当金は１株当たり１２円となります。 

 また、次期の配当金は、１株当り１２円とさせていただく予定です。 

  

第50期
平成19年３月期

第51期
平成20年３月期

第52期 
平成21年３月期

第53期
平成22年３月期

自己資本比率(％) 42.9 47.4 51.3 53.8

時価ベースの自己資本比率(％) 38.3 36.0 32.8 28.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.0 2.0 6.1 3.3

インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) 5.3 26.3 7.7 17.3

(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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企業が事業を遂行している限り、さまざまなリスクが伴います。当社グループにおいては、こ 

れらのリスクの発生を防止、分散、あるいはリスクヘッジすることによりリスクの軽減を図って 

います。しかし以下のような予想を超える事態等が生じた場合には、当社グループの経営成績及 

び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断 

したものであります。  

  

 ①主要原材料の供給停止について  

   当社グループの主力製品である研削・研磨・切断砥石の主要原材料である砥粒は、中国か 

  ら安定的な供給を確保してきておりますが、何らかの事情により供給に支障が生じた場合や 

  代替品の確保に時間を要する場合等により製品の安定供給に支障をきたし、当社グループの 

  業績に影響を与える可能性があります。  

 ②国内製造拠点における製造・供給不能について  

   当社の製造および配送拠点は岐阜県飛騨市に集中しており、地震・火災・風水害等の自然 

  災害により多大の損害を蒙った場合に、国内他地域に製造拠点を持っていないため、製造及 

  び製品供給が一時滞ることにより当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

 ③製品の品質向上・生産在庫管理について  

   当社は、見込み生産を行っていますが、国内砥石需要の低迷により従来以上に肌理細かい 

  生産指示・管理、品種別販売管理に注力しなければ品種によっては過剰在庫を発生させ、  

  悪時に不稼働在庫処分により業績の悪化につながる恐れがあります。  

   また、技術開発要員の定期的な補充強化をとおして、製品の品質機能の維持向上や品種改 

  良など新製品開発を強化していかなければマーケットシェアの維持拡大と業績に影響を与え 

  る恐れがあります。  

 ④海外生産子会社における製造不能・品質向上について  

   タイ王国の生産子会社は、略々１００％ＯＥＭ供給を行っておりますが、タイ王国において 

  予期しない法律又は規制の変更や政情不安・テロ・暴動・戦争や自然災害等不可抗力による災 

  害が発生した場合、ＯＥＭ先への製品供給に支障をきたし当社グループの業績に影響を与え 

  る可能性があります。  

   また、ＯＥＭ先との間で技術交流を絶え間なく行ない、それを通して品質の維持確認と新 

  製品開発に努めていかなければ業績面への影響が考えられます。  

 ⑤海外生産子会社における為替の影響について  

   タイ王国の生産子会社は、売上の７０％以上は北米・中南米・アジア向けにドル建て輸出 

  を行っておりますが、想定を超えるドル・バーツ間の為替相場変動が発生した場合に当社グ 

  ループの業績に影響を与える可能性があります。  

  

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、日本レヂボン株式会社（当社）及び株式会社菱和、ＤＩＡ ＲＥＳＩＢＯＮ（Ｔ 

ＨＡＩＬＡＮＤ）の子会社２社により構成されております。 

 砥石の製造及び販売、機械工具および関連機器の製造及び販売、ガラスクロス製品の処理加工及 

び砥石材料の販売を主な事業としております。 

 当企業集団の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり 

ます。 

 なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

砥石・研磨布紙事業………研削砥石、切断砥石は当社及びＤＩＡ ＲＥＳＩＢＯＮ（ＴＨＡＩＬＡ 

            ＮＤ）が製造し、研磨布紙（紙・布ペーパー）は、当社及び㈱菱和が 

            仕入・販売しております。 

機械工具事業………………電動工具、切削工具、各種エアー機器他は、当社及び㈱菱和が仕入・販 

            売しております。 

材料・その他事業…………ガラスクロス製品は当社が製造し砥石材料・工場扇・クーラー他は、当 

            社及び㈱菱和が仕入・販売しております。 

 連結子会社の主要顧客は、機械工具商・金物商・砥石商・溶材商等の問屋、販売店であります。 

 当企業集団の各社の位置付けに係わる概要図は次のとおりであります。 

  

 

  

２. 企業集団の状況
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当社は、工業用人造研削・研磨・切断砥石の専門メーカーとして独自のノウハウを蓄積し、オ 

フセット砥石のトップメーカーとしての地位を確立しております。 

 砥石を生産する機械装置の設計製作、砥石の補強材となるガラスクロスを自社で製作しており 

ます。 

（当社およびタイ王国の生産子会社はＩＳＯ９００１の認証を取得しております） 

 研削・研磨・切断技術で産業界を支える縁の下の力持ちとして、「さまざまな産業分野の要請 

に即した事業活動を通して、 も良心的な価格で提供し社会に貢献する」ことを企業理念とし 

ております。 

 また、「切磋琢磨による技能向上」と顧客ニーズの素早い吸収により「新製品開発力」を高 

め、「顧客満足度の向上」を通じて、社会一般から信頼される会社たることを行動指針として活 

動しております。 

 子会社につきましては、グループの一体感醸成のもと当社と同じ企業理念と行動指針を持ち、 

国内の販売子会社はレヂボン製品を自社のオリジナル製品として、当社の営業とタイアップしつ 

つユーザー開拓とニーズの把握に努めています。 

 タイ王国の生産子会社は、当社からの技術提供のもと品質の安定向上と生産能力の拡大投資に 

注力しつつ、一方で、それに対応した営業力強化を目指し、また、三菱商事㈱と北米・中南米を 

中心に海外市場の情報収集と、新規取引先開拓面での連携を強めながら積極的なグローバル化に 

よる連結業績の拡大を目指しております。 

  

製造を受け持つ当社とタイ王国の生産子会社は、製造原価低減による価格競争力の強化と粗利 

益率の向上を、販売子会社は営業効率の向上と価格の優位性をもとに売上拡大を目指し、また、 

総資産の見直し、圧縮により総資本回転率を高めることで連結業績の向上につなげ、自己資本当 

期純利益率（ＲＯＥ）を高めていくことで利益ある成長を実現し、企業価値の増大により株主利 

益の向上につながるものと思っています。 

  

「収益を重視した柔軟性のある魅力ある会社」を目指し、「業績の向上」「生産性の向上」 

「組織・社員の活性化」「財務体質の強化」の４つの柱をたて積極的に取り組んでいます。 

 砥石業界は産業の空洞化や産業界の生産活動・設備投資の動向により砥石需要が大きな影響を 

受け、また、輸入品との価格競争が激化しており内外ともに厳しい状況にありますが、海外での 

業務提携も視野に入れ積極的にグローバル化を推進していく所存であります。 

 また、「コーポレートガバナンス」の充実、「内部統制システム」の強化など企業の社会的責 

任を高めつつ企業価値の向上に取り組んでおります。 

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

日本レヂボン㈱(5389)　平成22年３月期 決算短信

- 10 -



  

当業界におきましては、産業界の生産活動や設備投資の動向により砥石需要が大きく影響を受 

けまた、主要原材料、砥粒は中国の諸事情で、フェノール樹脂は、商品市況によってそれぞれ仕 

入価格の上昇を余儀なくされる一方で、内外価格競争の激化が続いており製品への価格転嫁が容 

易でなく今後とも厳しい経営環境が続き、また、変化していくことと予想しております。 

 そこで、今後当社グループといたしましては「砥石・研磨布紙事業」の市場シェア拡大により 

企業価値を更に高めていく必要があり特に下記の４点を重要課題として取り組んでおります。 

  

① 業績の向上 

  国内市場は、産業の空洞化や溶接技術の進歩などで砥石需要が低迷しており今後とも市場拡 

 大は期待し難く当社グループとしては、新製品開発力と組織的営業体制の強化によりシェア拡 

 大とまた、海外生産子会社との生産連携を強化しつつ、戦略製品(国内工場)と汎用化製品(海外 

 生産子会社)による２極化販売体制を強化してオフセット・切断砥石の市場シェア拡大を目指し 

 ております。 

  海外市場は、ブラジル・インド・トルコ・ロシアなど新規市場開拓に向け関係会社の三菱商 

 事㈱との連携を高め市場開拓に注力してまいります。 

  

② コストの削減 

  主要原材料の仕入コストの上昇は今後も続くものと思われます。これに対応すべく当社グル 

 ープとしては、コスト削減を徹底することとし、具体的には材料、資材など仕入先の洗い直し 

 や部品加工等の外注化や一般経費の削減に努め、また、生産改善活動による生産効率の改善と 

 不良率低減への取り組みを推進しております。 

  

③ 財務体質の強化 

  業績向上、コスト削減により得られる営業活動によるキャッシュ・フローをさらに高め、有 

 利子負債の計画的な削減に取り組んでおります。 

  

④ 組織・社員の活性化 

  当社グループは、全社的な改善活動と教育研修、従業員の目標設定、従業員の評価の適正化 

 を図ることなど、変化のスピードに対応できる人材を育成していく体制を整えることが重要と 

 考えており、これらにより組織の強化、社員の能力向上を図ってまいります。 

  

(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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※１  1,641,760 ※１  1,497,802

受取手形及び売掛金 3,383,376 3,253,277

商品及び製品 884,863 855,812

仕掛品 85,935 69,178

原材料及び貯蔵品 715,286 514,752

前払費用 34,015 34,343

未収入金 28,661 412

未収還付法人税等 19,676 11,401

繰延税金資産 53,391 45,000

その他 31,310 36,125

貸倒引当金 △5,709 △6,091

流動資産合計 6,872,569 6,312,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１  3,082,216 ※１  3,023,969

減価償却累計額 △1,650,389 △1,656,890

建物及び構築物（純額） 1,431,827 1,367,078

機械装置及び運搬具 2,547,809 2,652,265

減価償却累計額 △1,756,368 △1,967,564

機械装置及び運搬具（純額） 791,441 684,701

土地 ※１  4,009,457 ※１  4,019,719

建設仮勘定 63,354 59,678

その他 551,014 560,333

減価償却累計額 △379,778 △420,929

その他（純額） 171,236 139,404

有形固定資産合計 6,467,317 6,270,583

無形固定資産 103,608 172,348

投資その他の資産   

投資有価証券 244,545 305,309

破産更生債権等 10,052 6,838

繰延税金資産 200,277 90,390

その他 120,759 134,780

貸倒引当金 △57,016 △54,562

投資その他の資産合計 518,618 482,757

固定資産合計 7,089,543 6,925,688

資産合計 13,962,113 13,237,703
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,288,404 2,101,300

短期借入金 ※１  1,539,335 ※１  1,080,000

1年内返済予定の長期借入金 ※１  133,012 ※１  196,172

1年内償還予定の社債 100,200 100,200

未払金 235,566 128,517

未払法人税等 113,431 40,109

未払消費税等 455 30,659

未払費用 281,090 184,789

預り金 13,912 13,708

その他 1,694 4,715

流動負債合計 4,707,103 3,880,171

固定負債   

社債 149,700 49,500

長期借入金 ※１  504,209 ※１  688,037

退職給付引当金 636,973 660,907

役員退職慰労引当金 67,800 51,580

長期預り保証金 150,414 148,590

繰延税金負債 － 1,296

固定負債合計 1,509,096 1,599,911

負債合計 6,216,199 5,480,082

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 5,317,398 5,203,260

自己株式 △10,259 △10,326

株主資本合計 7,343,905 7,229,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,866 20,976

為替換算調整勘定 △191,731 △133,692

評価・換算差額等合計 △181,865 △112,716

少数株主持分 583,873 640,638

純資産合計 7,745,913 7,757,620

負債純資産合計 13,962,113 13,237,703
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(2) 連結損益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

売上高 14,237,091 11,275,554

売上原価 ※１  10,649,987 ※１  8,486,441

売上総利益 3,587,103 2,789,113

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 258,671 190,616

旅費交通費及び通信費 110,600 98,489

給料手当及び福利費 1,360,172 1,242,150

退職給付費用 88,458 96,019

役員退職慰労引当金繰入額 13,360 5,500

貸倒引当金繰入額 11,193 5,234

減価償却費 79,423 93,106

その他 862,925 ※１  709,681

販売費及び一般管理費合計 2,784,806 2,440,797

営業利益 802,297 348,315

営業外収益   

受取利息 1,692 614

受取配当金 9,057 7,377

受取賃貸料 5,051 2,704

為替差益 47,713 4,131

受取手数料 23,829 2,002

仕入割引 5,036 4,449

助成金収入 － 41,832

その他 22,082 16,337

営業外収益合計 114,463 79,450

営業外費用   

支払利息 50,247 33,374

支払手数料 10,315 9,792

売上割引 17,341 12,917

たな卸資産廃棄損 10,480 －

その他 14,599 6,166

営業外費用合計 102,984 62,250

経常利益 813,776 365,515

特別利益   

貸倒引当金戻入額 756 －

投資有価証券売却益 － 9,255

固定資産売却益 ※２  948 ※２  194

特別利益合計 1,705 9,449

特別損失   

固定資産除却損 ※３  7,980 ※３  37,927

投資有価証券評価損 18,658 1,061

その他 1,940 5,748

特別損失合計 28,578 44,737

税金等調整前当期純利益 786,903 330,228

法人税、住民税及び事業税 331,446 175,012

法人税等調整額 △18,936 115,433

法人税等合計 312,509 290,445

少数株主利益 87,873 74,913

当期純利益又は当期純損失（△） 386,520 △35,130
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,128,200 1,128,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,128,200 1,128,200

資本剰余金   

前期末残高 908,565 908,565

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 908,565 908,565

利益剰余金   

前期末残高 5,047,989 5,317,398

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △11,767 －

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

当期純利益又は当期純損失（△） 386,520 △35,130

当期変動額合計 281,176 △114,138

当期末残高 5,317,398 5,203,260

自己株式   

前期末残高 △10,259 △10,259

当期変動額   

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 － △67

当期末残高 △10,259 △10,326

株主資本合計   

前期末残高 7,074,496 7,343,905

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △11,767 －

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

当期純利益又は当期純損失（△） 386,520 △35,130

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 281,176 △114,206

当期末残高 7,343,905 7,229,699
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 43,114 9,866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,247 11,109

当期変動額合計 △33,247 11,109

当期末残高 9,866 20,976

為替換算調整勘定   

前期末残高 245,984 △191,731

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △437,715 58,038

当期変動額合計 △437,715 58,038

当期末残高 △191,731 △133,692

評価・換算差額等合計   

前期末残高 289,098 △181,865

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △470,963 69,148

当期変動額合計 △470,963 69,148

当期末残高 △181,865 △112,716

少数株主持分   

前期末残高 833,719 583,873

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △7,845 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △242,000 56,765

当期変動額合計 △242,000 56,765

当期末残高 583,873 640,638

純資産合計   

前期末残高 8,197,313 7,745,913

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △19,613 －

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

当期純利益又は当期純損失（△） 386,520 △35,130

自己株式の取得 － △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △712,964 125,913

当期変動額合計 △431,787 11,707

当期末残高 7,745,913 7,757,620
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22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 786,903 330,228

減価償却費 387,487 381,422

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,761 22,484

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,690 △16,220

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） 8,593 △2,072

受取利息及び受取配当金 △10,750 △7,992

支払利息 50,247 33,374

社債発行費 3,024 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,255

投資有価証券評価損益（△は益） 18,658 1,061

売上債権の増減額（△は増加） 879,974 161,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △519,441 273,725

仕入債務の増減額（△は減少） △680,862 △164,824

その他 65,623 △128,890

小計 977,909 874,548

法人税等の支払額 △582,420 △242,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 395,489 632,197

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 △33 －

定期預金の払戻による収入 3,034 －

投資有価証券の取得による支出 △19,730 △63,261

投資有価証券の売却による収入 － 26,000

有形固定資産の取得による支出 △413,175 △189,363

有形固定資産の売却による収入 17,158 194

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 △77,218 △61,651

利息及び配当金の受取額 10,960 8,017

その他 7,852 3,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △471,152 △288,249

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） △181,189 △466,302

長期借入れによる収入 350,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △136,812 △153,012

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △450,100 △100,200

配当金の支払額 △104,626 △78,893

少数株主への配当金の支払額 △37,209 △56,840

利息の支払額 △51,526 △36,584

その他 △3,024 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △314,489 △491,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,135 3,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △440,288 △143,957

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期末残高 ※１  1,641,760 ※１  1,497,802
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該当事項はありません。 

  

  

(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

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

  すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称 株式会社菱和

DIA RESIBON(THAILAND)
CO.,LTD.

日研工業株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

    すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 株式会社菱和

DIA RESIBON(THAILAND) 
CO.,LTD.

  従来、連結子会社であったRESIBON USA INC．は、

清算したため、当第３四半期連結会計期間より連結

の範囲から除外しております。

  従来、当社の連結子会社でありました日研工業㈱

は、平成21年４月１日付で当社の連結子会社であり

ます㈱菱和に吸収合併されたため、連結の範囲から

除外しております。

 

２ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子

会社は次のとおりであります。

連結子会社名 決算日

DIA RESIBON(THAILAND)CO., LTD. 12月31日

日研工業株式会社 12月31日

  連結財務諸表の作成に当たっては、決算日が連結決

算日と異なる上記２社について、それぞれ決算日現

在の財務諸表を採用しており、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。

 

２ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子

会社は次のとおりであります。

連結子会社名 決算日

DIA RESIBON(THAILAND)CO., LTD. 12月31日

  連結財務諸表の作成に当たっては、決算日が連結決

算日と異なる上記１社について、決算日現在の財務

諸表を採用しており、連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要な調整を行っており

ます。

  決算日が12月31日であった日研工業㈱は、平成21年

４月１日に決算日が３月31日の当社連結子会社と合

併予定のため、当連結会計年度は、平成20年１月１

日から平成21年３月31日までの15ヶ月間を連結して

おります。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

３ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   有価証券    有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      …決算期末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)

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

     時価のないもの

      …移動平均法による原価法

     時価のないもの

同左

   たな卸資産    たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

り下げの方法）によっております。

製品及び仕掛品…主として総平均法 

(一部の連結子会社については

移動平均法)

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

り下げの方法）によっております。

製品及び仕掛品…主として総平均法 

(一部の連結子会社については

移動平均法)

商品及び原材料…主として移動平均法 

(一部の連結子会社について商

品は 終仕入原価法)

商品及び原材料…主として移動平均法 

(一部の連結子会社について商

品は 終仕入原価法)

貯蔵品……………主として先入先出法 

（一部の連結子会社については

移動平均法）

貯蔵品……………主として先入先出法 

（一部の連結子会社については

移動平均法）

   (会計方針の変更)

当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日公表分）を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は7,703千円減少しております。 

なおセグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    当社及び国内連結子会社は、主として定率法

(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)は定額法)を採用し、

在外連結子会社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。

建物及び構築物 ８～38年

機械装置及び運搬具 ４～10年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

   有形固定資産

    当社及び国内連結子会社は、主として定率法

(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)は定額法)を採用し、

在外連結子会社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。

建物及び構築物 ８～38年

機械装置及び運搬具 ４～10年

    (追加情報) 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当連結会計年度から「減価償却資産の耐用年数等

に関する省令の一部を改正する省令」（平成20年

４月30日省令32号）の施行に伴い、固定資産の耐

用年数を見直した結果、一部の機械装置の耐用年

数を10年から９年に変更しております。 

この結果、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8,587千円減少しております。 

なお、これによるセグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

   無形固定資産 

自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける見込利用可能期間(５年)に基づく定額法、

それ以外の無形固定資産については、定額法を

採用しております。

   無形固定資産 

         同左

 (3) 繰延資産の処理方法

   社債発行費

     支出時に全額費用処理する方法によっており

ます。

 (3) 繰延資産の処理方法

───

   

 

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

      期末現在に有する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。なお、連結上消去し

ている連結会社間債権に対応する引当額は、

連結上調整しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

   貸倒引当金

      期末現在に有する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。

   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。

     数理計算上の差異は、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(１～10

年)による定額法により翌連結会計年度から

費用処理しております。

   退職給付引当金

同左

   役員退職慰労引当金

     当社及び主要な連結子会社の役員の退職慰労

金の支給に充てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

   役員退職慰労引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めております。

   (会計方針の変更) 

在外子会社の収益及び費用は、従来、子会社等の

決算日の直物為替相場により円貨に換算しており

ましたが、当連結会計年度から期中平均相場によ

り円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が

連結会計期間を通じて発生することから、より実

情に即した換算をするために行ったものでありま

す。 

この変更により、従来の方法に比べて、当連結会

計年度の売上高は489,326千円、売上総利益は

108,627千円、営業利益は45,492千円、経常利益

は51,095千円、税金等調整前当期純利益は51,246

千円、当期純利益は23,014千円増加しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めております。

 (6) 消費税等の会計処理方法

    当社及び国内連結子会社

     税抜方式によっております。

    海外連結子会社

     該当ありません。

 (6) 消費税等の会計処理方法

    当社及び国内連結子会社

同左

    海外連結子会社

同左

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

５ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  のれん及び負ののれんは、金額が僅少な場合には、

発生年度に全額償却することとしております。

５ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引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

来する短期的投資であります。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い)

当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務

対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連

結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更に伴う当連結会計期間の損益及び

セグメント情報に与える影響は、軽微であります。

(リース取引に関する会計基準等)

当連結会計年度から「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公

認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30

日改正))を適用しております。 

 これによる総資産及び損益に与える影響はありま

せん。

―――
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに

伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」と

して掲記されたものは、当連結会計年度から「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分

掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ687,432千円、

84,380千円、569,061千円であります。

（連結損益計算書）

１ 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「受取手数料」（前連結

会計年度8,045千円）については営業外収益の合計

額の100分の10超となったため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。

２ 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「たな卸資産廃棄損」

（前連結会計年度1,219千円）については営業外費

用の合計額の100分の10超となったため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

３ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「役員退職慰労金」（当連結会計年度170千円）

は、特別損失の総額の100分の10以下となったた

め、特別損失の「その他」に含めて表示しておりま

す。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

１ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「ソフ

トウエアの取得による支出」（前連結会計年度

8,483千円）は、金額的重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記しております。

（連結貸借対照表）

───── 

  

 

  

 

  

 

  

 

(連結損益計算書)

１ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「たな卸資産廃棄損」（当連結会計年度1,399千

円）は、営業外費用の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外費用の「その他」に含めて表示して

おります。

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

─────
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産

   担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

 (1) 担保に供している資産(帳簿価格)

建物 502,009千円

構築物 10,481千円

土地 1,138,304千円

計 1,650,795千円

 (2) 担保されている債務

短期借入金 450,000千円

１年内返済予定の 
長期借入金

102,100千円

長期借入金 197,425千円

計 749,525千円

 

※１ 担保に供している資産

   担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

 (1) 担保に供している資産(帳簿価格)

建物 479,842千円

構築物 21,005千円

土地 1,138,304千円

計 1,639,153千円

 (2) 担保されている債務

短期借入金 250,000千円

１年内返済予定の
長期借入金

142,060千円

長期借入金 535,365千円

計 927,425千円

 ２ 保証債務

従業員に対する債務保証 4,509千円

 ２ 保証債務

従業員に対する債務保証 4,058千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と貸出コミットメント契約を、連結子会

社(㈱菱和)においては、取引先銀行３行と連結子

会社（日研工業㈱）においては取引先銀行１行と

当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額および貸出コ
ミットメントの総額

3,250,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 2,050,000千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と貸出コミットメント契約を、連結子会

社(㈱菱和)においては、取引先銀行３行と当座貸

越契約を締結しております。これらの契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 

当座貸越極度額および貸出コ
ミットメントの総額

3,050,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 2,150,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 製造費用に含まれる研究開発費は28,901千円であ

ります。

※１ 製造費用及び販売費及び一般管理費に含まれる研

究開発費は36,597千円であります。

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 883千円

その他 65千円

計 948千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 194千円

※３ 固定資産の除却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 3,300千円

機械装置及び運搬具 3,718千円

その他 960千円

計 7,980千円

※３ 固定資産の除却損は次のとおりであります。

建物及び構築物 18,544千円

機械装置及び運搬具 538千円

その他 18,843千円

計 37,927千円
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１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,600,000 ― ― 6,600,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 16,000 ― ― 16,000

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

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 65,840 10 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月７日 
取締役会

普通株式 39,504 6 平成20年９月30日 平成20年12月９日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年6月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 39,504 6 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加 90株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,600,000 ― ― 6,600,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 16,000 90 ― 16,090

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

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 39,504 6 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月６日 
取締役会

普通株式 39,503 6 平成21年９月30日 平成21年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 39,503 6 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照  

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,641,760千円

現金及び現金同等物 1,641,760千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,497,802千円

現金及び現金同等物 1,497,802千円
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 砥石・研磨布紙………研削砥石、切断砥石、研磨布紙 

 (2) 機械工具………………電動工具、切削工具、各種エアー機器他 

 (3) 材料・その他…………砥石材料、ガラスクロス、工場扇、クーラー他 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は719,879千円であり、その主なも

のは、提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,000,380千円であり、その主なものは、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の砥石・研磨布紙事業の営業費用が、7,703

千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度より、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」（平成20年４月30日

省令32号）の施行に伴い、固定資産の耐用年数を見直した結果、一部の機械装置の耐用年数を10年から９年

に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の砥石・研磨布紙事業の営業費用が、8,587

千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

７ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、在

外子会社の収益及び費用は、従来、子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

当連結会計年度から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が連結会計期間を通じて発生することから、より実情に即し

た換算をするために行ったものであります。これにより、当連結会計年度の砥石・研磨布紙事業の売上高が

489,326千円、営業費用が443,834千円、営業利益が45,492千円それぞれ増加しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

砥石・研磨
布紙(千円)

機械工具
(千円)

材料・その他
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

10,941,695 2,386,067 909,328 14,237,091 ─ 14,237,091

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 88,411 88,411 (88,411) ─

計 10,941,695 2,386,067 997,740 14,325,503 (88,411) 14,237,091

   営業費用 9,486,953 2,380,894 935,477 12,803,325 631,468 13,434,794

   営業利益 1,454,742 5,172 62,262 1,522,177 (719,879) 802,297

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 9,498,183 1,552,529 911,019 11,961,732 2,000,380 13,962,113

   減価償却費 339,803 6,195 16,610 362,610 24,877 387,487

   資本的支出 413,454 27,457 12,285 453,198 5,964 459,162
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 砥石・研磨布紙………研削砥石、切断砥石、研磨布紙 

 (2) 機械工具………………電動工具、切削工具、各種エアー機器他 

 (3) 材料・その他…………砥石材料、ガラスクロス、工場扇、クーラー他 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は454,622千円であり、その主なも

のは、提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 1,832,036千円であり、その主なものは、長期

投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

砥石・研磨
布紙(千円)

機械工具
(千円)

材料・その他
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

8,833,342 1,703,799 738,413 11,275,554 ─ 11,275,554

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 103,404 103,404 (103,404) ─

計 8,833,342 1,703,799 841,818 11,378,959 (103,404) 11,275,554

   営業費用 8,059,476 1,733,775 782,768 10,576,020 351,218 10,927,239

 営業利益又は営業損失(△) 773,865 △29,976 59,049 802,938 (454,622) 348,315

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   資産 9,437,877 1,009,008 958,781 11,405,667 1,832,036 13,237,703

   減価償却費 334,308 9,646 14,616 358,571 22,850 381,422

   資本的支出 228,950 6,118 5,201 240,271 432 240,703
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 東南アジア…………タイ 

 (2) その他の地域………米国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用719,879千円の主なものは、提出会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産2,000,380千円の主なものは、長期投資資金(投資有価証

券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用が、日本が1,887千円、東南アジ

アが5,816千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

６ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度より、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」（平成20年４月30日

省令32号）の施行に伴い、固定資産の耐用年数を見直した結果、一部の機械装置の耐用年数を10年から９年

に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用が日本において8,587千円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

７ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、在

外子会社の収益及び費用は、従来、子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

当連結会計年度から期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が連結会計期間を通じて発生することから、より実情に即し

た換算をするために行ったものであります。これにより、当連結会計年度の売上高は、東南アジアが

545,810千円、消去又は全社が56,483千円、営業費用は東南アジアが499,221千円、消去又は全社が55,387千

円、営業利益は東南アジアが46,588千円、消去又は全社が1,096千円増加しております。 

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

日本 
(千円)

東南アジア
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

11,434,583 2,802,507 ─ 14,237,091 ─ 14,237,091

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

137,107 323,497 ─ 460,605 (460,605) ─

計 11,571,691 3,126,004 ─ 14,697,696 (460,605) 14,237,091

   営業費用 10,308,477 2,859,177 ─ 13,167,654 267,139 13,434,794

   営業利益 1,263,214 266,827 ─ 1,530,042 (727,744) 802,297

Ⅱ 資産 10,280,947 1,916,357 ─ 12,197,305 1,764,808 13,962,113
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア…………タイ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用454,622千円の主なものは、提出会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産1,832,036千円の主なものは、長期投資資金(投資有価証

券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

日本 
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,138,117 2,137,436 11,275,554 ─ 11,275,554

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

145,243 251,243 396,487 (396,487) ─

計 9,283,361 2,388,680 11,672,042 (396,487) 11,275,554

   営業費用 8,712,710 2,157,481 10,870,191 57,047 10,927,239

   営業利益 570,651 231,199 801,850 (453,534) 348,315

Ⅱ 資産 9,918,582 1,541,701 11,460,283 1,777,419 13,237,703
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(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

 (1) アジア…インドネシア、韓国、台湾 

 (2) その他…米国、カナダ、メキシコ、アラブ首長国連邦 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、在

外子会社の収益及び費用は、従来、子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外子会社の収益及び費用の発生が連結会計期間を通じて発生することから、より実情に即し

た換算をするために行ったものであります。これにより、当連結会計年度の売上高は、アジアが260,660千

円、その他地域が228,666千円増加しております。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法 

  地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

 (1) アジア…インドネシア、韓国、インド 

 (2) その他…米国、コロンビア、メキシコ、アラブ首長国連邦 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、賃貸不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略しております。 

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,623,718 1,419,689 4,043,407

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 14,237,091

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

18.4 10.0 28.4

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,046,710 998,373 3,045,084

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 11,275,554

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

18.1 8.9 27.0

(開示の省略)
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）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。 

  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,087円79銭 １株当たり純資産額 1,080円97銭

１株当たり当期純利益金額 58円71銭 １株当たり当期純損失金額(△) △5円34銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

7,745,913 7,757,620

普通株式に係る純資産額(千円) 7,162,040 7,116,982

差額の主な内訳(千円) 
 少数株主持分

583,873 640,638

普通株式の発行済株式数(株) 6,600,000 6,600,000

普通株式の自己株式数(株) 16,000 16,090

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

6,584,000 6,583,910

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又
は当期純損失（△）(千円)

386,520 △35,130

普通株式に係る当期純利益又は当
期純損失（△）(千円)

386,520 △35,130

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 6,584,000 6,583,923

(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)

第52期 
(平成21年３月31日) 

第53期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,535 947,846

受取手形 429,730 363,486

売掛金 1,471,669 1,520,711

商品及び製品 428,294 390,823

仕掛品 37,710 27,150

原材料及び貯蔵品 392,747 236,586

前払費用 11,690 15,278

未収入金 17,357 531

未収還付法人税等 － 11,401

繰延税金資産 9,133 3,494

その他 4,698 4,599

貸倒引当金 △1,602 △1,619

流動資産合計 3,700,966 3,520,292

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,226,015 2,129,815

減価償却累計額 △1,260,212 △1,226,001

建物（純額） 965,803 903,813

構築物 82,397 94,218

減価償却累計額 △62,408 △65,180

構築物（純額） 19,988 29,038

機械及び装置 1,664,493 1,668,777

減価償却累計額 △1,216,639 △1,323,335

機械及び装置（純額） 447,854 345,441

車両運搬具 73,142 73,252

減価償却累計額 △62,480 △67,232

車両運搬具（純額） 10,661 6,020

工具、器具及び備品 249,386 241,486

減価償却累計額 △215,443 △217,231

工具、器具及び備品（純額） 33,943 24,255

土地 3,078,493 3,077,100

建設仮勘定 36,072 11,214

有形固定資産合計 4,592,815 4,396,884

無形固定資産   

ソフトウエア 20,408 23,701

ソフトウエア仮勘定 － 44,106

電話加入権 5,609 5,609

施設利用権 5,862 －

無形固定資産合計 31,879 73,417
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(単位：千円)

第52期 
(平成21年３月31日) 

第53期 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 227,623 282,887

関係会社株式 451,431 451,431

出資金 1,530 1,530

長期前払費用 1,467 1,076

入会保証金 50,568 50,568

繰延税金資産 199,160 195,511

その他 7,000 8,078

貸倒引当金 △46,910 △47,550

投資その他の資産合計 891,871 943,534

固定資産合計 5,516,566 5,413,835

資産合計 9,217,533 8,934,127

負債の部   

流動負債   

支払手形 346,611 277,246

買掛金 729,834 744,066

短期借入金 400,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 46,212 46,212

1年内償還予定の社債 100,200 100,200

未払金 158,422 135,271

未払法人税等 86,869 7,322

未払消費税等 － 27,093

未払費用 150,812 93,951

預り金 7,789 7,447

設備関係支払手形 37,597 3,812

その他 550 3,053

流動負債合計 2,064,898 1,745,676

固定負債   

社債 149,700 49,500

長期借入金 224,209 177,997

退職給付引当金 453,328 456,758

役員退職慰労引当金 53,940 48,660

長期預り保証金 151,916 151,089

固定負債合計 1,033,094 884,005

負債合計 3,097,992 2,629,681
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(単位：千円)

第52期 
(平成21年３月31日) 

第53期 
(平成22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   

資本準備金 908,565 908,565

資本剰余金合計 908,565 908,565

利益剰余金   

利益準備金 124,399 124,399

その他利益剰余金   

別途積立金 3,353,094 3,803,094

繰越利益剰余金 604,979 332,949

利益剰余金合計 4,082,473 4,260,443

自己株式 △10,259 △10,326

株主資本合計 6,108,980 6,286,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,559 17,563

評価・換算差額等合計 10,559 17,563

純資産合計 6,119,540 6,304,446

負債純資産合計 9,217,533 8,934,127
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(2) 損益計算書 
(単位：千円)

第52期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

第53期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 4,347,724 3,566,762

商品売上高 3,674,879 3,007,560

売上高合計 8,022,603 6,574,323

売上原価   

製品期首たな卸高 243,231 354,530

当期製品製造原価 3,054,659 2,504,221

合計 3,297,891 2,858,752

製品他勘定振替高 9,219 16,666

製品期末たな卸高 354,530 316,440

製品売上原価 2,934,140 2,525,645

商品期首たな卸高 39,015 73,763

当期商品仕入高 3,388,696 2,711,115

合計 3,427,711 2,784,878

商品他勘定振替高 7,699 2,970

商品期末たな卸高 73,763 74,382

商品売上原価 3,346,247 2,707,525

売上原価合計 6,280,388 5,233,170

売上総利益 1,742,215 1,341,152

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 113,457 95,571

販売促進費 31,868 31,561

役員報酬 126,351 102,201

役員退職慰労引当金繰入額 9,320 4,480

給料及び手当 341,041 344,993

賞与 87,597 68,046

退職給付費用 36,570 37,669

福利厚生費 89,816 82,390

賃借料 53,908 50,635

支払手数料 64,168 57,587

租税公課 28,938 25,581

減価償却費 44,304 44,033

貸倒引当金繰入額 － 16

雑費 159,909 142,142

販売費及び一般管理費合計 1,187,253 1,086,911

営業利益 554,962 254,240
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(単位：千円)

第52期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

第53期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 169 26

受取配当金 64,269 92,238

受取賃貸料 37,807 35,714

受取手数料 23,829 2,002

為替差益 500 1,009

経営指導料 17,400 11,200

助成金収入 － 41,832

雑収入 23,334 17,791

営業外収益合計 167,311 201,815

営業外費用   

支払利息 18,377 13,982

社債利息 3,313 2,775

社債発行費 3,024 －

支払手数料 10,315 9,792

貸与資産減価償却費 7,225 5,819

雑損失 14,557 8,749

営業外費用合計 56,813 41,119

経常利益 665,461 414,936

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9,255

子会社清算益 29,560 －

その他 754 －

特別利益合計 30,314 9,255

特別損失   

固定資産除却損 7,330 37,690

投資有価証券評価損 12,474 －

その他 － 1,049

特別損失合計 19,805 38,740

税引前当期純利益 675,969 385,451

法人税、住民税及び事業税 247,209 122,101

法人税等調整額 10,999 6,373

法人税等合計 258,209 128,474

当期純利益 417,760 256,977
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(3) 株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

第52期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

第53期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,128,200 1,128,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,128,200 1,128,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 908,565 908,565

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 908,565 908,565

資本剰余金合計   

前期末残高 908,565 908,565

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 908,565 908,565

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 124,399 124,399

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 124,399 124,399

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,003,094 3,353,094

当期変動額   

別途積立金の積立 350,000 450,000

当期変動額合計 350,000 450,000

当期末残高 3,353,094 3,803,094

繰越利益剰余金   

前期末残高 642,562 604,979

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

別途積立金の積立 △350,000 △450,000

当期純利益 417,760 256,977

当期変動額合計 △37,583 △272,030

当期末残高 604,979 332,949

利益剰余金合計   

前期末残高 3,770,056 4,082,473

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

別途積立金の積立 － －

当期純利益 417,760 256,977

当期変動額合計 312,416 177,969

当期末残高 4,082,473 4,260,443
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(単位：千円)

第52期 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

第53期 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △10,259 △10,259

当期変動額   

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 － △67

当期末残高 △10,259 △10,326

株主資本合計   

前期末残高 5,796,563 6,108,980

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

当期純利益 417,760 256,977

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 312,416 177,902

当期末残高 6,108,980 6,286,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 42,174 10,559

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,614 7,003

当期変動額合計 △31,614 7,003

当期末残高 10,559 17,563

評価・換算差額等合計   

前期末残高 42,174 10,559

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,614 7,003

当期変動額合計 △31,614 7,003

当期末残高 10,559 17,563

純資産合計   

前期末残高 5,838,738 6,119,540

当期変動額   

剰余金の配当 △105,344 △79,007

当期純利益 417,760 256,977

自己株式の取得 － △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,614 7,003

当期変動額合計 280,801 184,906

当期末残高 6,119,540 6,304,446
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該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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該当事項はありません。 

  

   

   

   

 
  

  

  

６. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定）

１．新任取締役候補

（新役職名） （氏  名）  （現役職名）

取締役 
（社外取締役）    赤 羽   昇 ㈱ノリタケカンパニーリミテド

代表取締役会長

取締役 
（社外取締役） 畠 山  和 也 三菱商事㈱  機能化学品本部

機能材料ユニットマネージャー

２．新任監査役候補

監査役 
（常勤監査役） 中 川  晴 夫 管理本部経理部部長

３．退任予定監査役

監査役 
（常勤監査役）   定 水  信 幸
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