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

26年3月期第3四半期 12,367 23.7 444 132.8 396 134.3 219 △16.4
25年3月期第3四半期 9,994 △6.9 191 △66.9 169 △71.5 262 799.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 523百万円 （45.0％） 25年3月期第3四半期 360百万円 （―％）

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3四半期 33.51 ―
25年3月期第3四半期 39.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 16,727 9,186 50.1
25年3月期 16,009 8,761 50.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 8,379百万円 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 ― 7.50 ―
26年3月期（予想） 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、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 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
②①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3Q 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3Q 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3Q 6,550,736 株 25年3月期3Q 6,583,790 株
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当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、一昨年冬からの緊急経済対策、円高修正などにより、生

産は緩やかに増加、企業の景況感も足元幅広く改善してきています。また世界の景気は、弱い回復が続

いているものの、底堅さが増しており、次第に回復していくことが期待されています。ただし、アメリ

カの金融緩和縮小による影響や、中国やその他新興国経済の先行、欧州政府債務問題など、先行きは不

透明な状況も依然残っております。 

 このような経済環境の下、国内砥石製造・販売事業では、国内向け砥石販売は販売価格引上げ実施に

伴う駆け込み需要の増加などで前年同期比0.9％増加、海外向け砥石販売もインドネシア向け中心に依

然好調で前年同期比12.8％増加し、また仕入砥石の売上も順調に拡大して、売上高は前年同期比9.9％

増加いたしました。 

 製品商品販売事業は、緩やかに増加する生産活動や好調な建設需要を背景に、全体売上高は前年同期

比4.7％増加いたしました。部門別売上高は、砥石売上は前年同期比4.4％増加、機械工具、研磨材商品

及び消耗品は前年同期比4.7％増加いたしました。利益面でも、増収効果が大きく寄与して前年同期の

赤字から脱却して、黒字化を果たすことができました。 

 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年度以降再構築し

た生産設備の本格稼働により、売上高は前年同期比2.1倍に増加いたしました。しかしながら計画した

受注を下回り、また新工場建設による償却負担の増加や工場移転に伴う諸費用の増加、法定 低賃金の

引き上げなどによる人件費の増加の他、設備借入金の金利負担も加わり、利益面では損失計上を余儀な

くされました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は12,367,811千円となり、前年同期比

2,373,091千円(23.7％)の増収となりました。 

 売上原価率は、減価償却費を中心とする製造固定費の増加により前年同期比0.9ポイント悪化いたし

ました。しかしながら増収効果により、連結営業利益は444,970千円となり、前年同期比253,807千円

(132.8％)増益となりました。 

 連結経常利益は、396,724千円となり、前年同期比227,397千円(134.3％)増益となりました。 

 しかしながら連結四半期純利益は、前年同期比43,173千円(16.4％)の減益の219,510千円となりまし

たが、これは、前年同期決算で計上していた特別利益(損害保険金)308,111千円が剥げ落ちたことによ

るものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間の資産合計は16,727,778千円となり、前連結会計年度に比べ、717,852千

円増加いたしました。 

流動資産は、7,911,303千円となり554,585千円増加いたしました。 

 主な要因は、国内砥石製造・販売事業における季節性借入金の滞留などにより現金及び預金が、

303,918千円増加、また国内砥石製造・販売事業において、昨年12月より販売価格の改訂を実施したこ

とで、一部旧値での買い込みなどによる砥石の売上増加に伴い、売上債権が332,196千円増加したこと

によるものであります。 

固定資産は、8,816,475千円となり163,267千円増加いたしました。 

 うち有形固定資産が、7,966,635千円となり78,206千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、ソフトウエアの減価償却等により17,512千円減少して、287,241千円となりまし

た。 

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

- 2 -

日本レヂボン㈱(5389) 平成26年３月期 第３四半期決算短信



  
投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価額が増加したこと等により562,598千円となり102,573

千円増加いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間の負債合計は7,541,771千円となり、前連結会計年度に比べ292,980千円増

加いたしました。 

流動負債は、5,188,224千円となり134,258千円減少いたしました。 

 主な要因は、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が80,394千円増加する一方で、製品商品販

売事業の仕入圧縮などにより、仕入債務が156,347千円減少したことによるものであります。 

固定負債は2,353,547千円となり427,239千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や海外砥石製造・販売事業における設

備投資資金の借入により、長期借入金が404,868千円増加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の純資産合計は9,186,007千円となり、前連結会計年度に比べ424,872千円

増加いたしました。 

 主な要因は、四半期純利益219,510千円計上し、少数株主持分が75,210千円、為替換算調整勘定が

133,917千円、その他有価証券評価差額金が94,535千円増加する一方で、配当金を98,261千円支払った

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50.2％から50.1％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間において、国内砥石製造・販売事業では、国内向け砥石販売は、販売価格

引き上げに伴う駆け込み需要で売上増加、海外向け砥石販売においても好調なインドネシア向け輸出が

９月以降さらに伸長しました。また製品商品販売事業は、好調な建設需要を背景に売上が伸び、海外砥

石製造・販売事業も堅調に推移した結果、第３四半期業績は当初計画を上回りました。しかしながら、

第４四半期においては、販売価格改定に伴う駆け込み需要の反動や値上げの浸透状況や、４月からの消

費増税にともなう需要動向など、現時点でその影響度合いを測りかねる要素が多いため、通期業績予想

は、平成25年５月10日発表の決算短信数値の修正を行っておりません。 

  

  

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,374,804 1,678,723

受取手形及び売掛金 3,820,182 4,152,378

商品及び製品 1,075,688 1,037,361

仕掛品 138,496 100,677

原材料及び貯蔵品 747,875 791,183

その他 204,650 155,795

貸倒引当金 △4,981 △4,817

流動資産合計 7,356,717 7,911,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,902,432 4,042,678

減価償却累計額 △1,824,929 △1,937,320

建物及び構築物（純額） 2,077,502 2,105,357

土地 4,162,477 4,200,015

その他 4,282,397 4,580,896

減価償却累計額 △2,633,948 △2,919,633

その他（純額） 1,648,448 1,661,262

有形固定資産合計 7,888,428 7,966,635

無形固定資産 304,754 287,241

投資その他の資産   

投資その他の資産 467,919 573,736

貸倒引当金 △7,894 △11,138

投資その他の資産合計 460,025 562,598

固定資産合計 8,653,208 8,816,475

資産合計 16,009,926 16,727,778

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,325,111 2,128,438

短期借入金 1,953,700 1,923,100

未払法人税等 109,271 67,163

その他 934,400 1,069,521

流動負債合計 5,322,483 5,188,224

固定負債   

長期借入金 1,029,568 1,434,436

退職給付引当金 691,143 704,174

役員退職慰労引当金 74,134 67,340

その他 131,462 147,596

固定負債合計 1,926,308 2,353,547

負債合計 7,248,791 7,541,771
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12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 6,085,596 6,206,845

自己株式 △28,476 △28,517

株主資本合計 8,093,885 8,215,094

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,092 127,628

為替換算調整勘定 △96,883 37,033

その他の包括利益累計額合計 △63,791 164,661

少数株主持分 731,040 806,250

純資産合計 8,761,134 9,186,007

負債純資産合計 16,009,926 16,727,778
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 9,994,719 12,367,811

売上原価 7,795,870 9,758,011

売上総利益 2,198,849 2,609,800

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 997,258 1,067,513

退職給付費用 71,890 76,149

役員退職慰労引当金繰入額 9,830 3,986

貸倒引当金繰入額 △1,148 3,080

その他 929,855 1,014,100

販売費及び一般管理費合計 2,007,686 2,164,830

営業利益 191,163 444,970

営業外収益   

受取利息 405 516

受取配当金 5,881 10,517

為替差益 11,527 －

仕入割引 8,014 14,741

その他 15,940 17,146

営業外収益合計 41,770 42,922

営業外費用   

支払利息 30,116 59,797

支払手数料 13,091 8,683

為替差損 － 4,766

売上割引 15,535 16,226

その他 4,862 1,693

営業外費用合計 63,605 91,167

経常利益 169,327 396,724

特別利益   

固定資産売却益 3,015 1,194

投資有価証券売却益 － 5,400

受取保険金 308,111 －

特別利益合計 311,126 6,594

特別損失   

固定資産売却損 － 13,824

固定資産除却損 1,923 7,595

その他 － 448

特別損失合計 1,923 21,868

税金等調整前四半期純利益 478,531 381,450

法人税、住民税及び事業税 152,602 161,794

法人税等調整額 7,852 14,212

法人税等合計 160,455 176,007

少数株主損益調整前四半期純利益 318,076 205,443

少数株主利益又は少数株主損失（△） 55,392 △14,067

四半期純利益 262,684 219,510
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 318,076 205,443

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,383 94,535

為替換算調整勘定 41,375 223,195

その他の包括利益合計 42,759 317,731

四半期包括利益 360,835 523,174

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 288,893 447,963

少数株主に係る四半期包括利益 71,942 75,210

- 7 -

日本レヂボン㈱(5389) 平成26年３月期 第３四半期決算短信



  

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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