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平成 20 年３月期  第 3 四半期財務・業績の概況（非連結） 

                                                         平成20 年2 月12 日 

上場会社名 株式会社リード                                      上場取引所  東証二部 
コード番号  6982                                             （ＵＲＬ http://www.lead.co.jp/ ）  

代 表 者  （役職名） 取締役社長       （氏名） 田部谷 秀柱    

問合せ先責任者  （役職名） 取締役総務部長   （氏名） 小 沢  崇     ＴＥＬ （ 048 ） 588 ― 1121 
 

(百万円未満切捨て) 
１．平成20 年3 月期第３四半期の業績（平成19 年４月１日～平成19 年12 月31 日） 
(1)経営成績                                                             (％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 （ 当 期 ） 
純 利 益       

 百万円     ％ 百万円       ％ 百万円      ％    百万円      ％ 

20 年3 月期第3 四半期 7,638    △3.3 △107       ― △125       ― △116      ― 

19 年3 月期第3 四半期 7,902    △4.7 231       8.4 222      11.6 88     60.7 

19 年3 月期 10,453 249 235 71 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年3 月期第3 四半期       △8   87          ― 

19 年3 月期第3 四半期         6   71          ― 

19 年3 月期         5   44          ― 

 
(2)財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

 

20 年3 月期第3 四半期 

19 年3 月期第3 四半期 

百万円 

10,576 
10,732 

百万円 

2,582 
2,957 

            ％

24.4 

27.6 

円   銭 

196    44 
224    94 

19 年3 月期 10,314 2,908 28.2     221    18 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期  末 年  間 

 

19 年３月期 

円   銭 
― 

円   銭
   ― 

円   銭
   ― 

円   銭 
  5    00 

円   銭
  5    00 

20 年３月期 ― ― ―   

20 年３月期 （予想）    0    00 0    00 

 
 
３．平成20 年３月期の業績予想（平成19 年4 月1 日～平成20 年3 月31 日） 【参考】 

(％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 

１株当たり 
当期純利益 

通 期 
百万円    ％ 

10,400   △0.5 
百万円    ％

△110     ―
百万円    ％

△140     ―
百万円    ％ 

△180     ― 
円     銭 

  △13   69 
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４．その他 
 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ：  有 
 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：  有 

 
 
 ［(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４ ．その他をご覧ください。］ 
 
 
  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 １． 平成19 年11 月16 日に公表いたしました平成20 年3 月期の業績予想及び配当予想につきましては、本

資料において修正しております。その詳細につきましては、本日平成20 年2 月12 日公表の「通期業績 

予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 ２． 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、今後の様々な要因により異なる可能性 

があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期の売上高は 7,638 百万円と前年同期比 263 百万円減収(前年同期比 3.3%減)とな

りました。 

部門別売上高については次の通りです。 

自動車用部品部門におきましては、7,018 百万円と前年同期比 263 百万円減収(前年同期比

3.6%減)となりました。小型車の受注減少が主な要因です。自社製品部門におきましては 522

百万円と前年同期比 37 百万円減収(前年同期比 6.7%減)となりました。街路灯製品は 34 百万円

増加しましたが電子機器製品が特注品の減少による影響で 71 百万円減少しました。その他受注

製品部門は 97 百万円と前年同期比 37 百万円増収(前年同期比 61.3%増)となりました。駐輪設

備の売上高増加が主な要因です。 

 損益面では当第３四半期は前年同期と比較して、売上高が減少したことに加え、自動車用部品

部門は受注車種のモデルチェンジが相次ぎ、生産準備費用及び立上げ費用が大幅に増加したこ

と、新規受注品の加工比率が従来の受注品に比べ減少したこと、自社製品部門は価格競争激化

により原材料価格の上昇を製品に転嫁出来なかったこと等から、生産コストが上昇し、営業損

失 107 百万円(前年同期は営業利益 231 百万円)、経常損失 125 百万円(前年同期は経常利益 222

百万円)となりました。特別利益は134百万円(前年同期は特別利益5百万円)を計上しましたが、

投資有価証券売却益、生命保険の解約返戻金等によります。特別損失は 78 百万円(前年同期は

特別損失 40 百万円)を計上しましたが、役員退職慰労金の過年度分 46 百万円と固定資産売却損

19 百万円が主な要因です。四半期純損失は繰延税金資産の取り崩しもあり、116 百万円(前年同

期は四半期純利益 88 百万円)となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報等 

  当第３四半期末における総資産は、前会計年度末比 261 百万円増加し、10,576 百万円となり

ました。そのうち流動資産は現金及び預金が 133 百万円増加したこと等により、104 百万円増

加しました。固定資産は機械装置及び運搬具が 178 百万円、工具器具及び備品が 360 百万円そ

れぞれ増加し、その他の建設仮勘定が 190 百万円減少したこと等により有形固定資産が 299 百

万円増加し、投資有価証券の売却及び評価減等により投資その他の資産が 154 百万円減少した

こと等から 156 百万円の増加となりました。 

 流動負債は短期借入金が 279 百万円の増加、賞与引当金 95 百万円の減少等により 39 百万円増

加しました。固定負債は長期借入金が 563 百万円の増加、役員退職慰労引当金を 54 百万円計上

したこと等により、547 百万円の増加となりました。その結果負債全体では 586 百万円増加し

ました。 

 純資産は利益剰余金が配当金の支払、四半期純損失等より 186 百万円、その他有価証券評価差

額金が 134 百万円それぞれ減少したこと等により、325 百万円減少しました。 

 

３．業績予想及び配当予想の修正に関する定性的情報 

 平成 20 年 3 月期の業績予想及び配当予想につきましては、平成 19 年 11 月 16 日に公表いたし

ました通期の業績予想及び配当予想を修正いたしました。具体的な内容については本日平成 20

年 2 月 12 日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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４．その他 

 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無       ：  有 

  ① 固定資産の減価償却の方法 

 

    有形固定資産：年度見込額のうち当四半期分を計上しております。 

    無形固定資産：年度見込額のうち当四半期分を計上しております。 

 

② たな卸資産の計上基準 

  実地たな棚卸を実施せず帳簿たな卸によっています。 

③ 法人税等の計上基準 

    法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

④ その他影響額が僅少な項目につきましては一部簡便な方法を採用しております。 

 

 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無       ：  有        

  ① 役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、内規に基づく第

３四半期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この

変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会平成 19 年４月 13 日監査保証実務

委員会・監査第一委員会報告第 42 号)を適用したために行いました。 

     この変更により当期発生額 7,700 千円は販売費及び一般管理費へ、過年度分相当額

46,600 千円は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合

と比べ、営業損失及び経常損失は 7,700 千円増加、税引前四半期純損失は 54,300 千円増加

しております。 

  ②有形固定資産の減価償却の方法については法人税法の改正に伴い、当会計年度より、平成

19 年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税の減

価償却の方法に変更しております。 

   この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業損失、経常損失及び税引前四半

期純損失は 16,315 千円増加しております。 
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５． (要約) 四半期財務諸表 

  (1)  (要約) 四半期貸借対照表 
   (単位： 千円、％) 

前年同四半期末

(平成19年３月期 

第３四半期末) 

当四半期末 

(平成20年３月期 

第３四半期末) 

    

     増  減 
(参考) 前期末 

平成19年３月期末科   目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

(資産の部) 

Ⅰ 流動資産 

     

１ 現金及び預金 2,052,357 1,724,012 △328,344 △16.0 1,590,438 

２ 受取手形及び売掛金 2,012,247 1,862,693 △149,554 △7.4 1,874,505 

３ たな卸資産 635,455 639,998    4,543   0.7 606,379 

４ 繰延税金資産 73,266 42,000 △31,266 △42.7 56,668 

５ その他 73,224          64,601 △8,622 △11.8 101,271 

貸倒引当金 △29,020 △6,740 22,280 △76.8 △7,400 

流動資産合計 4,817,531 4,326,566 △490,964 △10.2 4,221,863 

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

(1) 建物及び構築物 1,044,574 1,028,524 △16,049 △1.5 1,042,497 

(2) 機械装置及び運搬具 1,200,975 1,396,401 195,426 16.3 1,217,567 

(3) 工具器具及び備品 827,531 1,345,001  517,470   62.5 984,621 

(4) 土地 1,794,227 1,758,895 △35,332 △2.0 1,794,227 

(5) その他         267,754  88,325 △179,429 △67.0       278,938 

有形固定資産合計 5,135,063 5,617,148 482,085     9.4 5,317,853 

２ 無形固定資産 9,242          19,959 10,717  116.0 7,512 

３ 投資その他の資産      

(1)  投資有価証券 733,965 532,837 △201,127 △27.4 731,013 

(2) その他 37,145         137,308 100,163 269.7 96,511 

貸倒引当金 △50 △57,530 △57,480     ― △59,940 

投資その他の資産合計 771,060 612,615 △158,444 △20.5 767,585 

固定資産合計 5,915,365 6,249,723 334,357     5.7 6,092,950 

資産合計      10,732,897 10,576,290 △156,607 △1.5 10,314,813 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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                                                                                    (単位： 千円、％) 

前年同四半期末

(平成19年３月期 

第３四半期末) 

当四半期末 

(平成20年３月期 

第３四半期末) 

増  減 
(参考) 前期末

平成19年３月期末科   目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

１ 支払手形及び買掛金 706,943 667,658 △39,285 △5.6 638,346 

２ 短期借入金 1,816,906 2,030,445   213,539  11.8 1,750,695 

３ 未払法人税等 29,062     ― △29,062     ― 24,996 

４ 賞与引当金 50,000 30,000 △20,000 △40.0 125,000 

５ 固定資産購入代外宛 
手形債務 

51,203 19,092 △32,110 △62.7 72,524 

６ その他 2,429,754       2,184,168 △245,586 △10.1 2,280,662 

流動負債合計 5,083,870 4,931,364 △152,505 △3.0 4,892,224 

Ⅱ 固定負債      

１ 社債 200,000 200,000 ―  ― 200,000 

２ 長期借入金 1,591,885 2,004,943 413,058  25.9 1,440,994 

３ 繰延税金負債 141,168 64,012 △77,156 △54.7 118,630 

４ 再評価に係る 
繰延税金負債 

580,796 579,986 △809 △0.1 582,711 

５ 退職給付引当金 120,379 104,621 △15,757 △13.1 115,866 

６ 役員退職慰労引当金    ― 54,300    54,300      ―     ― 

７ その他  56,933 54,489 △2,443 △4.3 56,324 

固定負債合計 2,691,163 3,062,354   371,191  13.8 2,514,526 

負債合計 7,775,033 7,993,719 218,686   2.8 7,406,751 

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金 658,240 658,240        ―      ― 658,240 

２ 資本剰余金  211,245 211,245        ―      ― 211,245 

３ 利益剰余金 957,440 751,688 △205,752 △21.5 937,925 

４ 自己株式 

株主資本合計 

△4,108

1,822,817

△4,601

1,616,572

△492

△206,244

12.0 

△11.3 

△4,358 

1,803,051 

Ⅱ 評価・換算差額等      

１  その他有価証券評価差額金 264,011  96,018 △167,993 △63.6 230,943 

２ 土地再評価差額金 871,035 869,979   △1,055   △0.1 874,066 

評価・換算差額等合計 

純資産合計 

1,135,047

2,957,864

  965,998

2,582,570

△169,048

△375,293

△14.9 

△12.7 

1,105,010 

2,908,062 

負債及び純資産合計 10,732,897 10,576,290 △156,607 △1.5 10,314,813 

 (注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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  (2)  (要約) 四半期損益計算書 
                                                                   (単位： 千円、％) 

前年同四半期 

(平成19年３月期

第３四半期) 

当四半期 

(平成20年３月期

第３四半期) 

増  減 
(参考) 前期 

平成19年３月期科   目 

金 額 金 額 金  額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 7,902,338 7,638,840 △263,497 △3.3 10,453,002

Ⅱ 売上原価  7,218,992  7,318,383  99,390   1.4  9,556,629

売上総利益 683,345  320,457 △362,888 △53.1 896,373

Ⅲ 販売費及び一般管理費 452,023  428,079 △23,943 △5.3 646,894

営業利益又は営業損失 (△)         231,322 △107,621 △338,944  ― 249,479

Ⅳ 営業外収益 43,287  49,153   5,865   13.6 58,332

Ⅴ 営業外費用 52,133 66,572 14,439  27.7 72,544

経常利益又は経常損失 (△)         222,477 △125,040 △347,517    ― 235,267

Ⅵ 特別利益  5,028 134,890 129,862     ―   2,094

Ⅶ 特別損失   40,496 78,027   37,531  92.7 56,641  

税金等調整前四半期(当
期)純利益又は純損失 

        187,009 △68,178 △255,187     ― 180,720

税金費用 98,803 48,512 △50,291  △50.9 109,158

四半期(当期)純利益又は
純損失 

88,205 △116,690  △204,896      ― 71,561

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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   （3）  (要約) 四半期株主資本等変動計算書 

 前第３四半期 （自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

（単位 千円、未満切捨） 

                      株 主 資 本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算

差額等 
純資産合計

平成18年3月31日残高 658,240 211,245 934,982 △3,614 1,800,853 1,193,609 2,994,462

第３四半期中の変動額        

 剰余金の配当   △65,747  △65,747  △65,747

 第３四半期純利益   88,205  88,205  88,205

 自己株式の取得    △493 △493  △493

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期の変動額 
     △58,562 △58,562

当四半期の変動額合計   22,458 △493 21,964 △58,562 △36,598

平成18年12月31日残高 658,240 211,245 957,440 △4,108 1,822,817 1,135,047 2,957,864

 

当第３四半期 （自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

（単位 千円、未満切捨） 

                      株 主 資 本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算

差額等 
純資産合計

平成19年3月31日残高 658,240 211,245 937,925 △4,358 1,803,051 1,105,010 2,908,062

第３四半期中の変動額        

 剰余金の配当   △65,738  △65,738  △65,738

 第３四半期純損失   △116,690  △116,690  △116,690

 自己株式の取得    △242 △242  △242

土地再評価差額金の取崩   △3,807  △3,807  △3,807

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期の変動額 
     △139,011 △139,011

当四半期の変動額合計   △186,236 △242 △186,479 △139,011 △325,491

平成19年12月31日残高 658,240 211,245 751,688 △4,601 1,616,572 965,998 2,582,570

 

前事業年度 （自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（単位 千円、未満切捨） 

                      株 主 資 本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算

差額等 
純資産合計

平成18年3月31日残高 658,240 211,245 934,982 △3,614 1,800,853 1,193,609 2,994,462

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当   △65,747  △65,747  △65,747

 当期純利益   71,561  71,561  71,561

 自己株式の取得    △743 △743  △743

 土地再評価差額金の取崩   △2,872  △2,872  △2,872

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額 
     △88,599 △88,599

事業年度中の変動額合計   2,942 △743 2,198 △88,599 △86,400

平成19年3月31日残高 658,240 211,245 937,925 △4,358 1,803,051 1,105,010 2,908,062

 


