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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 3,088 25.6 171 ─ 159 ─ 59 ─

22年３月期第１四半期 2,457 △31.8 △57 ─ △53 ─ △205 ─

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

23年３月期第１四半期 9 01 ─

22年３月期第１四半期 △31 27 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 13,459 7,861 53.2 1,087 69

22年３月期 13,237 7,757 53.8 1,080 97

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 7,161百万円 22年３月期 7,116百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 6 00 ─ 6 00 12 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 6 00 ─ 6 00 12 00

3. 平成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(累計)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) 6,250 22.0 300 ─ 270 ─ 130 ─ 19 75

通期 12,550 11.3 545 56.5 500 36.8 230 ─ 34 93



  

 

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
(注) 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の有無となります。 

  

 
(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (           ─) 、除外  ─社 (           ─)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 6,600,000株 22年３月期 6,600,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 16,090株 22年３月期 16,090株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,583,910株 22年３月期１Ｑ 6,583,952株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)



  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

２．その他の情報 …………………………………………………………………………… 3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 3 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 3 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 7 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

  

○添付資料の目次

- 1 -

日本レヂボン㈱(5389)　平成23年３月期 第１四半期決算短信



当第１四半期連結会計期間の我が国経済は、昨年度後半から立ち直りの兆しが見られるものの、内需
低迷の長期化や設備投資の回復テンポも緩やかで企業の慎重姿勢は続き、また、デフレの持続や欧州の
信用不安の発生等から先行き不透明さが強まり、雇用・消費の停滞感は依然として払拭されない状況で
推移いたしました。 
 このような状況の中で、国内砥石製造部門では、インドネシア向け砥石輸出が堅調に拡大する一方
で、国内市場においては、マーケットシェアを高める為にユーザーＰＲの強化と組織的な営業力の強化
に努め、併せて販売価格対応を積極的に行ってまいりました。 
 また、海外生産子会社は、アジア・欧州・南米・中近東などを中心に世界的に砥石需要が増加する中
で、これらに対応するため供給能力の拡大に鋭意努力してまいりました。 
 国内販売子会社は、国内の景気低迷の影響を受け、砥石・機械工具・消耗品とも需要が低迷する中で
前年同期比、売上の増加が図れたものの計画目標を下回り、収益面では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１四半期連結会計期間の連結売上高は３,０８８,２１０千円となり、前年
同期比６３０,２８５千円（２５．６％）増収となりました。 
 売上原価は、砥石の製造量の増加による生産性の改善等により原価率は前年同期比２．２ポイント向
上いたしました。 
 その結果、連結営業利益は１７１,９３８千円となり、前年同期比２２９,０３３千円（前年は 
５７,０９４千円損失）の増益。 
 連結経常利益は１５９,６６５千円となり、前年同期比２１２,９１２千円（前年は５３,２４７千円
損失）の増益。 
 連結四半期純利益は５９,３５２千円となり、前年同期比２６５,２２５千円（前年は２０５,８７２
千円損失）の増益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は１３,４５９,２７０千円となり、前連結会計年度末に比べ 
２２１,５６６千円増加いたしました。 
 流動資産は、６,４７６,４５６千円となり１６４,４４１千円増加いたしました。 
 主な要因は、売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が３１,３９５千円増加、また、輸出用の製品備
蓄などでたな卸資産が１１６,１３６千円増加したことによるものです。 
 固定資産は、６,９８２,８１４千円となり５７,１２５千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,３１０,５４０千円となり３９,９５７千円増加いたしました。 
 主な要因は、海外生産子会社の生産能力拡大のための成型機の購入や工場建物の空調設備等の取得に
よるものであります。 
 無形固定資産は、２２０,３７６千円となり４８,０２８千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産・販売管理システム構築に伴うソフトの購入によるものであります。 
 投資その他資産は、４５１,８９６千円となり３０,８６０千円減少いたしました。 
 主な要因は、その他有価証券２１,６１６千円の減少と「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
により敷金保証金が１７,２２９千円減少したことであります。 
  
 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は５,５９７,５６８千円となり、前連結会計年度末に比べ 
１１７,４８５千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,０４１,３５６千円となり１６１,１８５千円増加いたしました。 
 主な要因は、仕入の増加に伴い支払手形および買掛金が１９９,０３５千円増加、未払法人税等 
７０,１００千円増加し、一方で、短期借入金が１３０,０００千円減少したことであります。 
 固定負債は１,５５６,２１１千円となり４３,６９９千円減少いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が４８,０８８千円減少したことによるものであります。 
  
 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は７,８６１,７０１千円となり、前連結会計年度末に比べ
１０４,０８１千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益５９,３５２千円に加え、為替換算調整勘定４０,９６２千円および少数株
主持分が５９,８０３千円増加する一方で、配当金の支払３９,５０３千円とその他有価証券評価差額金
１６,５３３千円の減少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、前連結会計年度末の５３．８％から５３．２％となりました。 
  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（キャッシュ・フローについて） 
 当第１四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、前第１四
半期連結会計期間末に比べ２１８,７１２千円減少して１,４５０,４５４千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第１四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、前第１四半期連結累計期間に
比べ２９５,９７８千円増加して２８５,９２２千円となりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純利益１４０,２０１千円、減価償却費８７,７４８千円計上し、ま
た、仕入債務の増加により１８５,４１５千円増加し、一方で、売上債権の増加により１１,７２９千円
及び、たな卸資産の増加により９７,５６９千円減少いたしました。 
（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、前第１四半期連結累計期間に比べ５５,００２千円増加して 
１１７,３８２千円となりました。 
 主な要因は、有形固定資産の取得による支出７１,１１６千円、ソフトウエアの取得による支出 
５０,５６６千円等であります。 
（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、前第１四半期連結累計期間に比べ３１１,４４７千円増加して 
２２３,２６８千円となりました。 
 主な要因は、短期借入金返済１３０,０００千円、長期借入金返済４９,０５２千円、配当金支払 
３７,６４５千円等であります。 
 この結果、当第１四半期連結会計期間末の借入金及び社債の残高は、前連結会計年度末に比べ 
１７９,０５２千円減少して１,９３４,８５７千円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の業績実体と国内外の景況感を踏まえ、海外生産子会社の砥石輸出は好調
に推移見通しながら、国内砥石製造部門については、インドネシア向け輸出に明るさが見られるもの
の、国内の砥石需要は低調で、また、電動工具や研磨布紙などの仕入商品の需要は低調で回復動向は不
透明であります。  
 従いまして、平成２２年５月１４日発表いたしました第２四半期累計及び通期業績予想はもう少し様
子を見た上で見直しを考慮しております。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は272千円、税金等調整前四半期純利益は16,505千円減少して

おります。 

  

 該当事項はありません。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450,454 1,497,802

受取手形及び売掛金 3,284,673 3,253,277

商品及び製品 920,018 855,812

仕掛品 72,824 69,178

原材料及び貯蔵品 563,036 514,752

未収還付法人税等 8,665 11,401

その他 183,672 115,881

貸倒引当金 △6,889 △6,091

流動資産合計 6,476,456 6,312,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,049,544 3,023,969

減価償却累計額 △1,684,343 △1,656,890

建物及び構築物（純額） 1,365,200 1,367,078

土地 4,027,609 4,019,719

その他 3,366,709 3,272,278

減価償却累計額 △2,448,978 △2,388,493

その他（純額） 917,731 883,784

有形固定資産合計 6,310,540 6,270,583

無形固定資産 220,376 172,348

投資その他の資産 451,896 482,757

固定資産合計 6,982,814 6,925,688

資産合計 13,459,270 13,237,703

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,305,144 2,101,300

短期借入金 950,000 1,080,000

未払法人税等 110,210 40,109

その他 676,001 658,761

流動負債合計 4,041,356 3,880,171

固定負債   

社債 49,500 49,500

長期借入金 639,949 688,037

退職給付引当金 665,452 660,907

役員退職慰労引当金 49,700 51,580

その他 151,610 149,886

固定負債合計 1,556,211 1,599,911

負債合計 5,597,568 5,480,082
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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 908,565 908,565

利益剰余金 5,223,109 5,203,260

自己株式 △10,326 △10,326

株主資本合計 7,249,548 7,229,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,442 20,976

為替換算調整勘定 △92,730 △133,692

評価・換算差額等合計 △88,288 △112,716

少数株主持分 700,441 640,638

純資産合計 7,861,701 7,757,620

負債純資産合計 13,459,270 13,237,703
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(2) 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日) 

売上高 2,457,925 3,088,210

売上原価 1,880,235 2,295,520

売上総利益 577,690 792,689

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 323,799 312,706

退職給付費用 23,320 23,329

役員退職慰労引当金繰入額 1,210 1,320

貸倒引当金繰入額 6,085 926

その他 280,369 282,468

販売費及び一般管理費合計 634,784 620,750

営業利益又は営業損失（△） △57,094 171,938

営業外収益   

受取利息 54 21

受取配当金 1,592 3,129

為替差益 5,452 －

助成金収入 6,980 －

その他 5,935 4,064

営業外収益合計 20,014 7,214

営業外費用   

支払利息 9,679 5,974

為替差損 － 6,783

その他 6,488 6,729

営業外費用合計 16,167 19,487

経常利益又は経常損失（△） △53,247 159,665

特別利益   

貸倒引当金戻入額 105 －

特別利益合計 105 －

特別損失   

固定資産除却損 79 3,160

退職給付会計基準変更時差異の処理額 4,148 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,233

その他 960 70

特別損失合計 5,188 19,464

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（△）

△58,330 140,201

法人税、住民税及び事業税 15,724 77,681

過年度法人税等 － 8,602

法人税等調整額 120,879 △37,930

法人税等合計 136,604 48,353

少数株主損益調整前四半期純利益 － 91,848

少数株主利益 10,937 32,495

四半期純利益又は四半期純損失（△） △205,872 59,352

- 6 -

日本レヂボン㈱(5389)　平成23年３月期 第１四半期決算短信



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６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（△）

△58,330 140,201

減価償却費 94,095 87,748

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,331 3,266

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,510 △1,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,980 926

受取利息及び受取配当金 △1,647 △3,150

支払利息 9,679 5,974

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,233

売上債権の増減額（△は増加） 512,776 △11,729

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,284 △97,569

仕入債務の増減額（△は減少） △354,197 185,415

その他 △182,887 △28,763

小計 63,576 296,672

法人税等の支払額 △73,632 △10,750

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,056 285,922

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △451 △443

有形固定資産の取得による支出 △48,083 △71,116

ソフトウエアの取得による支出 △16,706 △50,566

利息及び配当金の受取額 1,676 3,162

その他 1,184 1,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,380 △117,382

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） 168,442 △130,000

長期借入金の返済による支出 △33,203 △49,052

配当金の支払額 △37,532 △37,645

利息の支払額 △9,460 △6,571

その他 △67 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,178 △223,268

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,664 7,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,407 △47,347

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,760 1,497,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,669,167 1,450,454
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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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