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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 3,777 35.2 8 △77.6 △3 ― △12 ―
25年3月期第1四半期 2,794 △15.6 37 △77.2 41 △75.2 3 △95.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 304百万円 （195.1％） 25年3月期第1四半期 103百万円 （△23.8％）

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

26年3月期第1四半期 △1.84 ―
25年3月期第1四半期 0.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 17,222 9,016 47.6
25年3月期 16,009 8,761 50.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  8,191百万円 25年3月期  8,030百万円

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

25年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,800 25.1 200 100.3 160 76.2 75 101.2 11.45
通期 15,800 15.1 530 93.7 450 88.2 210 △44.7 32.06



(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 

(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「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 6,600,000 株 25年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 49,287 株 25年3月期 49,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,550,770 株 25年3月期1Q 6,583,790 株
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当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、昨年冬の新政権発足後、アベノミクス、金融当局による

大幅な金融緩和策の影響による円安基調に支えられ、輸出は持ち直しの動きがみられ、生産は緩やかに

増加、企業の業況判断も改善しているものの、海外景気の下振れが引き続き景気を下押しするリスクと

され、先行きは依然として不透明な状況が残っております。 

 このような状況の中で、国内砥石製造・販売事業では、アベノミクスの実体経済への波及効果を通じ

た砥石需要の増加に至っておらず、国内向け砥石販売については、前年同期比20.4％減収となりまし

た。一方、インドネシア向けを中心とする輸出は前年同期比7.2％増収となり、堅調に推移しました。 

 製品商品販売事業は、売上高が前年同期と比較し、砥石及び機械工具は減少、研磨材商品及び消耗品

は微増となり、全体としては前年同期を僅かながら下回りました。 

 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の洪水から、平成24年下期以降、生産

設備の復旧により、売上高は前年同期比9.7倍と大幅な増収となりましたが、新工場建設による償却費

負担の増加や法定 低賃金の引き上げによる人件費上昇のため、利益面では損失となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は3,777,261千円となり、前年同期比983,224

千円(35.2％)増収となりました。 

 売上原価は、円安等による原材料費上昇、内外新工場建設による償却費負担の増加、海外砥石製造・

販売事業における人件費上昇により増加を余儀なくされ、原価率は前年同期比4.7ポイント悪化いたし

ました。 

 その結果、連結営業利益は8,421千円となり、前年同期比29,231千円(77.6％)減益となりました。 

 連結経常損益は3,197千円の損失となり、前年同期比44,367千円の減益となりました。 

 連結四半期純損益は12,037千円の損失となり、前年同期比15,805千円の減益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は17,222,114千円となり、前連結会計年度に比べ1,212,188千

円増加いたしました。 

流動資産は、8,240,628千円となり883,910千円増加いたしました。 

 主な要因は、季節資金需要に備えた借入や、製品商品販売事業における販売管理システム開発の支出

に備えた借入金の滞留により、現金及び預金が874,619千円増加し、国内砥石製造・販売事業の海外向

け砥石売上の増加予想に対応して、製品備蓄に対応したことにより、たな卸資産が271,728千円増加し

たことによるものです。 

固定資産は、8,981,486千円となり328,277千円増加いたしました。 

 有形固定資産は、8,164,879千円となり276,450千円増加いたしました。 

 主な要因は、国内砥石製造・販売事業の海外向け砥石生産ラインの増設や、海外砥石製造・販売事業

の、バーツ高円安による円貨への換算金額が増加したことによるものです。 

 無形固定資産は、306,471千円となり1,716千円増加いたしました。 

 投資その他の資産は、投資有価証券の評価額が増加したこと等により510,135千円となり50,110千円

増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間の負債合計は8,206,025千円となり、前連結会計年度に比べ957,234千円増

加いたしました。 

流動負債は、5,876,283千円となり553,800千円増加いたしました。 

 主な要因は、製品商品販売事業の業容縮小に伴なう仕入れの減少により支払手形及び買掛金が

114,688千円減少する一方で、国内砥石製造・販売事業における季節資金の調達、海外砥石製造・販売

事業の業容拡大に伴う運転資金需要などにより、短期借入金が616,300千円増加したことなどによるも

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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のであります。 

固定負債は2,329,742千円となり403,434千円増加いたしました。 

 主な要因は、製品商品販売事業における販売管理システム開発に伴う資金需要などに備えたため、長

期借入金が398,255千円増加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の純資産合計は9,016,088千円となり、前連結会計年度に比べ254,953千円

増加いたしました。 

 主な要因は、四半期純損失を12,037千円計上し、配当金を49,130千円、自己株式取得で41千円支出す

るものの、為替換算調整勘定168,665千円、その他有価証券評価差額金53,582千円および少数株主持分

93,915千円が増加したことによるものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績実態と国内外の景況感を踏まえ、国内砥石製造・販売事業における

砥石輸出は、需給ギャップを解消するために生産供給力の強化体制を構築したことにより、下期はさら

に拡大推移するものと予想しております。しかしながら国内の砥石販売は、アベノミクスの実体経済へ

の波及効果による砥石需要の拡大は見通し難く、また製品商品販売事業においては、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。加えて、海外砥石製造・販売事業における海外からの砥

石需要は相応に増加傾向ながら、再構築した生産基盤をフル稼働するまでの受注量に届かず、増加した

固定費を吸収しきれておらず、製品価格転嫁と各種の原価低減策を実行しつつ、収益体質の再構築に鋭

意取り組んでおります。従いまして、かかる状況下、現時点での業績予想は不透明要因が多く、見通し

難いことから、平成25年5月10日発表の決算短信数値は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。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,374,804 2,249,423

受取手形及び売掛金 3,820,182 3,563,075

商品及び製品 1,075,688 1,321,964

仕掛品 138,496 104,555

原材料及び貯蔵品 747,875 807,269

その他 204,650 199,562

貸倒引当金 △4,981 △5,223

流動資産合計 7,356,717 8,240,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,902,432 4,040,139

減価償却累計額 △1,824,929 △1,892,210

建物及び構築物（純額） 2,077,502 2,147,928

土地 4,162,477 4,211,729

その他 4,282,397 4,634,056

減価償却累計額 △2,633,948 △2,828,834

その他（純額） 1,648,448 1,805,221

有形固定資産合計 7,888,428 8,164,879

無形固定資産 304,754 306,471

投資その他の資産   

投資その他の資産 467,919 517,722

貸倒引当金 △7,894 △7,587

投資その他の資産合計 460,025 510,135

固定資産合計 8,653,208 8,981,486

資産合計 16,009,926 17,222,114

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,325,111 2,210,423

短期借入金 1,953,700 2,570,000

未払法人税等 109,271 41,263

その他 934,400 1,054,596

流動負債合計 5,322,483 5,876,283

固定負債   

長期借入金 1,029,568 1,427,823

退職給付引当金 691,143 705,264

役員退職慰労引当金 74,134 64,634

その他 131,462 132,020

固定負債合計 1,926,308 2,329,742

負債合計 7,248,791 8,206,025
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 6,085,596 6,024,427

自己株式 △28,476 △28,517

株主資本合計 8,093,885 8,032,676

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,092 86,675

為替換算調整勘定 △96,883 71,781

その他の包括利益累計額合計 △63,791 158,456

少数株主持分 731,040 824,955

純資産合計 8,761,134 9,016,088

負債純資産合計 16,009,926 17,222,114
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,794,036 3,777,261

売上原価 2,121,495 3,045,328

売上総利益 672,541 731,932

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 321,527 346,087

退職給付費用 23,446 24,916

役員退職慰労引当金繰入額 1,610 1,280

貸倒引当金繰入額 △109 △66

その他 288,413 351,293

販売費及び一般管理費合計 634,888 723,511

営業利益 37,652 8,421

営業外収益   

受取利息 46 105

受取配当金 2,183 3,940

為替差益 6,370 －

仕入割引 2,805 4,056

その他 7,681 7,238

営業外収益合計 19,087 15,341

営業外費用   

支払利息 8,111 19,445

売上割引 5,231 5,059

その他 2,226 2,454

営業外費用合計 15,569 26,959

経常利益又は経常損失（△） 41,170 △3,197

特別利益   

固定資産売却益 142 677

投資有価証券売却益 － 5,400

特別利益合計 142 6,077

特別損失   

固定資産除却損 634 706

特別損失合計 634 706

税金等調整前四半期純利益 40,678 2,174

法人税、住民税及び事業税 68,614 43,891

法人税等調整額 △8,843 △11,152

法人税等合計 59,770 32,739

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,092 △30,565

少数株主損失（△） △22,860 △18,527

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,767 △12,037
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,092 △30,565

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,110 53,582

為替換算調整勘定 131,255 281,108

その他の包括利益合計 122,145 334,691

四半期包括利益 103,053 304,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 73,411 210,210

少数株主に係る四半期包括利益 29,642 93,915

- 7 -

日本レヂボン㈱(5389) 平成26年３月期 第１四半期決算短信



  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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