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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 6,237 △10.2 99 △73.5 90 △76.2 37 △82.6
24年3月期第2四半期 6,945 7.2 376 △12.6 381 △8.7 213 4.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2百万円 （△98.8％） 24年3月期第2四半期 203百万円 （△12.9％）

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

25年3月期第2四半期 5.66 ―
24年3月期第2四半期 32.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 14,811 8,138 51.2
24年3月期 14,174 8,175 53.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,587百万円 24年3月期  7,581百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
平成25年3月期の第2四半期末、期末の1株当たり配当金には、それぞれ記念配当を1円50銭ずつ含んでおります。 

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

24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ― 7.50
25年3月期（予想） ― 7.50 15.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 13,900 1.3 440 △35.3 420 △39.6 380 58.9 57.70



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳 
   細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、そ 
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 6,600,000 株 24年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 16,210 株 24年3月期 16,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,583,790 株 24年3月期2Q 6,583,835 株
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当第２四半期連結累計期間の我が国経済は、公共事業を中心にした東日本大震災からの復旧・復興需
要による下支えが次第に薄れており、米国や欧州では金融危機の後遺症が残る中で回復感が欠ける状況
が続いています。加えて足元における日中関係の悪化が、長期化した場合は中国向け輸出の減速傾向が
続き、生産調整の度合いが深まるといった可能性も出ており、内需の息切れも加わり依然として厳しい
状況が続いています。 
 このような経済環境下、国内砥石製造・販売事業では、国内向け砥石販売が堅調に推移し、インドネ
シア向けを中心とする輸出も増加しました。 
 製品商品販売事業は、復興需要が想定を下回ったものの、砥石・機械工具・消耗品とも販売が増加し
ました。しかしながら、利益面では前年同期に比較して改善はしたものの、損失を計上しております。
 海外砥石製造・販売事業は、平成23年10月に発生したタイ王国における洪水のため、生産が前年同期
比約５割の減少となり、販売は大きく落ち込み利益面では損失となりました。 
  
 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6,237,425千円となり、前年同期比
708,260千円（10.2％）減収となりました。 
 売上原価率は、砥石製造量の減少による生産性の低下により前年同期比1.4ポイント悪化いたしまし
た。 
 その結果、連結営業利益は99,870千円となり、前年同期比277,028千円（73.5％）減益となりまし
た。 
 連結経常利益は90,784千円となり、前年同期比291,040千円（76.2％）の減益となりました。 
 連結四半期純利益は37,270千円となり、前年同期比176,393千円（82.6％）の減益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間の資産合計は14,811,882千円となり、前連結会計年度に比べ637,270千円
増加いたしました。 
 流動資産は、6,931,682千円となり133,023千円減少いたしました。 
 主な要因は、海外砥石製造・販売事業の工場復旧稼働によりたな卸資産が400,907千円増加し、販売
再開により売掛金が164,945千円増加する一方で、洪水からの復旧に向けた生産設備機器の修理改修や
新工場建設などの設備支出などにより現金及び預金が645,167千円減少したことによるものでありま
す。 
 固定資産は、7,880,199千円となり770,294千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、7,115,282千円となり796,232千円増加いたしました。 
 主な要因は、海外砥石製造・販売事業においてロジャナ工場の建物増設、生産設備機器の取得とピン
トン新工場建設に伴う建物及び建設仮勘定等が492,925千円増加し、加えて国内砥石製造・販売事業に
おけるコンポジット事業部の生産設備移設に伴う建物及び建設仮勘定等が311,291千円増加したことに
よるものであります。 
 無形固定資産は、316,773千円となり17,936千円減少いたしました。 
 投資その他の資産は、448,142千円となり8,002千円減少いたしました。 
  
 当第２四半期連結会計期間の負債合計は6,673,536千円となり、前連結会計年度に比べ674,356千円増
加いたしました。 
 流動負債は、5,101,948千円となり561,248千円増加いたしました。 
 主な要因は、海外砥石製造・販売事業の生産再開によりたな卸資産の備蓄に伴う増加運転資金を借入
したため、短期借入金が445,211千円増加し、加えて仕入の増加に伴い仕入債務が61,007千円増加し、
また、国内砥石製造・販売事業の設備投資の支払を手形支払したことにより、設備関係支払手形が
91,544千円増加したことによるものであります。 
 固定負債は1,571,588千円となり113,107千円増加いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が97,415千円増加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の純資産合計は8,138,345千円となり、前連結会計年度に比べ37,085千円
減少いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益の計上37,270千円に加え、為替換算調整勘定が16,625千円増加する一方
で、少数株主持分が42,439千円、有価証券評価差額金が9,039千円減少し、また、配当金を39,502千円
支払ったことによるものであります。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の53.5％から51.2％となりました。 

  

１．当四半期決算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

日本レヂボン㈱(5389) 平成25年３月期 第２四半期決算短信

- 2 -



  

当第２四半期連結累計期間の業績実体とアジア新興国の景況感を踏まえ、国内砥石製造・販売事業の
インドネシア向け砥石輸出は堅調に拡大推移すると予想します。しかしながら国内の砥石需要は東日本
大震災からの復旧・復興需要による下支えが次第に薄れてきており、また円高基調による生産拠点の海
外移転が拡大基調にあることから、砥石の需要、電動工具や研磨布紙などの仕入商品の需要も力強さに
欠けます。海外砥石製造・販売事業における海外からの砥石需要は拡大傾向が続いています。生産拠点
は昨年の水害から復興しましたが、供給が需要に追い付かず生産能力拡大が喫緊の課題です。このよう
な環境下、内外の動向をもう暫く見定める必要があり、平成24年５月11日の決算短信で発表致しました
通期業績の予想を先行きが不透明なため見直しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,081,222 1,436,055

受取手形及び売掛金 3,476,698 3,537,510

商品及び製品 832,606 961,677

仕掛品 38,875 123,730

原材料及び貯蔵品 437,348 624,331

その他 205,033 254,385

貸倒引当金 △7,079 △6,008

流動資産合計 7,064,706 6,931,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,029,350 3,384,173

減価償却累計額 △1,767,790 △1,817,742

建物及び構築物（純額） 1,261,559 1,566,431

土地 3,996,766 3,999,334

その他 3,385,904 4,003,344

減価償却累計額 △2,325,180 △2,453,826

その他（純額） 1,060,723 1,549,517

有形固定資産合計 6,319,049 7,115,282

無形固定資産 334,710 316,773

投資その他の資産   

投資その他の資産 460,563 456,236

貸倒引当金 △4,418 △8,093

投資その他の資産合計 456,144 448,142

固定資産合計 7,109,905 7,880,199

資産合計 14,174,611 14,811,882

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,138,538 2,291,090

短期借入金 1,364,238 1,809,450

未払法人税等 71,688 127,654

災害損失引当金 182,852 40,733

その他 783,382 833,019

流動負債合計 4,540,699 5,101,948

固定負債   

長期借入金 589,938 687,353

退職給付引当金 670,381 679,116

役員退職慰労引当金 66,850 73,840

その他 131,311 131,278

固定負債合計 1,458,480 1,571,588

負債合計 5,999,180 6,673,536
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 5,794,643 5,792,411

自己株式 △10,392 △10,392

株主資本合計 7,821,017 7,818,785

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,921 2,882

為替換算調整勘定 △251,084 △234,458

その他の包括利益累計額合計 △239,162 △231,576

少数株主持分 593,576 551,136

純資産合計 8,175,430 8,138,345

負債純資産合計 14,174,611 14,811,882
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,945,686 6,237,425

売上原価 5,273,855 4,825,644

売上総利益 1,671,830 1,411,781

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 631,124 660,271

退職給付費用 46,605 47,546

役員退職慰労引当金繰入額 3,400 8,040

貸倒引当金繰入額 3,096 △396

その他 610,705 596,449

販売費及び一般管理費合計 1,294,932 1,311,911

営業利益 376,898 99,870

営業外収益   

受取利息 202 334

受取配当金 4,498 3,242

為替差益 14,993 14,112

仕入割引 7,234 5,502

その他 8,949 11,766

営業外収益合計 35,878 34,959

営業外費用   

支払利息 11,363 16,591

支払手数料 7,745 12,236

売上割引 8,620 10,202

その他 3,223 5,014

営業外費用合計 30,952 44,045

経常利益 381,825 90,784

特別利益   

固定資産売却益 138 142

特別利益合計 138 142

特別損失   

固定資産除却損 5,034 688

特別損失合計 5,034 688

税金等調整前四半期純利益 376,929 90,238

法人税、住民税及び事業税 131,382 121,962

法人税等調整額 △18,845 △15,471

法人税等合計 112,537 106,491

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

264,391 △16,253

少数株主利益又は少数株主損失（△） 50,727 △53,523

四半期純利益 213,664 37,270
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

264,391 △16,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,174 △9,039

為替換算調整勘定 △53,952 27,709

その他の包括利益合計 △61,126 18,670

四半期包括利益 203,265 2,417

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 174,118 44,857

少数株主に係る四半期包括利益 29,146 △42,439
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

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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