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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 2,733 10.2 61 ― 57 ― 10 92.9
20年3月期第1四半期 2,481 △4.7 △26 ― △28 ― 5 87.0

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

21年3月期第1四半期 0.78 ―

20年3月期第1四半期 0.40 ―

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

21年3月期第1四半期 10,907 2,579 23.7 196.26
20年3月期 10,813 2,574 23.8 195.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,579百万円 20年3月期  2,574百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.00 2.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期累計期間 5,600 9.9 100 ― 80 ― 20 ― 1.52
通期 11,400 7.2 180 296.4 150 633.9 60 ― 4.56

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(2) 四半期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（四半期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もの） 

［(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  13,164,800株 20年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,202株 20年3月期  18,464株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  13,145,833株 20年3月期第1四半期  13,147,287株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
(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。業績予想の前提等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。  
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当第１四半期におけるわが国経済は、原材料価格高騰に伴うコスト増を主因として企業収益を取り巻く

環境は厳しさを増しております。こうしたなか、企業の生産活動、設備投資は鈍化傾向にあり、これまで

景気を牽引してきた企業部門の翳りが見えてきております。また、個人消費は、物価上昇率の加速に伴う

実質所得の減少や消費者心理の冷えこみなどから弱含んでいます。 

このような経済環境の中で当第１四半期の売上高は2,733百万円(前年同期比10.2%増)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、2,577百万円(前年同期比11.1%増)となりました。主要受注先のモデル

チェンジ効果による受注増加が主な要因です。自社製品部門におきましては133百万円(前年同期比1.2%

増)となりました。電子機器製品が7百万円増加し、街路灯製品は5百万円減少しました。その他駐輪設備

の受注品は22百万円(前年同期比26.0%減)となりました。 

 損益面では当第１四半期は前年同期と比較して、売上高が増加したことに加え、自動車用部品部門にお

いて前年同期に発生していた生産準備費用等の生産コストが減少したこと等から、利益率が改善し、営業

利益61百万円(前年同期は営業損失26百万円)、経常利益57百万円(前年同期は経常損失28百万円)となりま

した。また、金型の除却損6百万円と「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号、平成

18年7月5日）適用により一部棚卸資産の簿価切下げに伴い23百万円を計上したことから特別損失が30百万

円となりました。その結果、四半期純利益は10百万円(前年同期は四半期純利益5百万円)となりました。 

  
  

当第１四半期末における総資産は、前期末比93百万円増加し、10,907百万円となりました。項目別では

流動資産は現金・預金が170百万円増加したこと等により、185百万円増加し、4,882百万円となりまし

た。固定資産は91百万円の減少となりました。主な要因は機械装置及び運搬具が28百万円、工具器具およ

び備品が65百万円、その他の建設仮勘定が29百万円減少したこと等により有形固定資産が131百万円減少

し、投資有価証券の評価益が37百万円増加等により投資その他の資産が41百万円増加したことです。 

 流動負債は短期借入金が51百万円増加、社債200百万円の償還予定が一年以内となり固定負債から振替

られたこと、賞与引当金25百万円の減少等により171百万円増加しました。固定負債は長期借入金が98百

万円、繰延税金負債が14百万円増加したこと、社債200百万円の流動負債への振替等により、83百万円の

減少となりました。その結果負債全体では88百万円増加しました。 

 純資産は利益剰余金が四半期純利益10百万円、配当金の支払26百万円等により16百万円の減少、その他

有価証券評価差額金が21百万円増加したこと等により、5百万円増加しました。 

  
  

平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月15日に公表いたしました中間期及び通期の業績

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8月6日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて簿価切下げを行う方

法によっております。 

③法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価基準の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、売価還元法から売価還元法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が23,126千円減少しており

ます。 

  

当社の機械装置について「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年

４月30日財務省令第32号)」が公布されたことにより見直しを行ないました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益がそれぞれ16,679千円減少しております。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

【追加情報】

(有形固定資産の耐用年数の変更)
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,919,607 1,749,089 

受取手形及び売掛金 2,232,623 2,242,192 

製品 231,215 242,041 

原材料 277,908 284,514 

仕掛品 111,234 78,929 

その他 110,060 100,401 

流動資産合計 4,882,650 4,697,169 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 940,483 946,754 

構築物（純額） 67,790 70,110 

機械及び装置（純額） 1,304,220 1,331,671 

車両運搬具（純額） 13,140 13,767 

工具、器具及び備品（純額） 1,377,872 1,443,112 

土地 1,725,262 1,725,262 

建設仮勘定 15,678 45,454 

有形固定資産合計 5,444,447 5,576,133 

無形固定資産 31,215 33,080 

投資その他の資産 548,721 506,898 

固定資産合計 6,024,384 6,116,111 

資産合計 10,907,034 10,813,281 

㈱リード（6982）平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－4－



（単位：千円） 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前会計年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 730,747 773,645 

短期借入金 2,060,577 2,009,347 

1年内償還予定の社債 200,000 － 

未払金 2,222,150 2,229,175 

未払法人税等 6,087 21,516 

賞与引当金 50,000 75,000 

その他 47,355 36,756 

流動負債合計 5,316,918 5,145,440 

固定負債 

社債 － 200,000 

長期借入金 2,174,809 2,076,504 

退職給付引当金 101,207 100,832 

役員退職慰労引当金 58,400 56,500 

その他 675,726 659,610 

固定負債合計 3,010,143 3,093,446 

負債合計 8,327,062 8,238,887 

純資産の部 

株主資本 

資本金 658,240 658,240 

資本剰余金 211,245 211,245 

利益剰余金 787,896 803,952 

自己株式 △4,700 △4,624 

株主資本合計 1,652,680 1,668,812 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 57,311 35,601 

土地再評価差額金 869,979 869,979 

評価・換算差額等合計 927,291 905,581 

純資産合計 2,579,972 2,574,394 

負債純資産合計 10,907,034 10,813,281 
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円） 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 2,733,464 

売上原価 2,535,620 

売上総利益合計 197,844 

販売費及び一般管理費 136,016 

営業利益 61,827 

営業外収益 

受取利息 527 

受取配当金 4,161 

受取賃貸料 11,634 

その他 2,525 

営業外収益合計 18,848 

営業外費用 

支払利息 19,362 

その他 3,999 

営業外費用合計 23,362 

経常利益 57,313 

特別利益 

有形固定資産売却益 158 

受取補償金 605 

特別利益合計 763 

特別損失 

有形固定資産除却損 6,954 

たな卸資産評価損 23,126 

特別損失合計 30,080 

税引前四半期純利益 27,996 

法人税、住民税及び事業税 17,759 

四半期純利益 10,236 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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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前四半期に係る財務諸表等 

(１) (要約) 四半期損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

科   目

前第１四半期累計期間 

(平成20年３月期 

第１四半期)

金 額 (千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,481,576 100.0

Ⅱ 売上原価 2,373,279 95.6

   売上総利益 108,296 4.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 134,318 5.4

   営業利益又は営業 
   損失(△)

△26,021 △1.0

Ⅳ 営業外収益 16,817 0.7

Ⅴ 営業外費用 19,716 0.8

   経常利益又は経常 
   損失(△)

△28,920 △1.1

Ⅵ 特別利益 100,176 4.0

Ⅶ 特別損失 62,410 2.5

   税金等調整前四半期(当期)純利益 8,845 0.4

   税金費用 3,538 0.2

   四半期(当期)純利益 5,307 0.2
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