
平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 リード 上場取引所 東 

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） 町田 肇

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

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,642 10.8 115 ― 102 ― 36 ―

20年3月期第2四半期 5,094 △4.0 △30 ― △39 ― △48 ―

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2四半期 2.77 ―

20年3月期第2四半期 △3.72 ―

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2四半期 10,818 2,582 23.9 196.46
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2四半期  2,582百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 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  無  

(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2四半期  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2四半期  20,006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2四半期  13,145,446株 20年3月期第2四半期  13,147,048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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の減速や

金融市場の混乱、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、企業の景況感も大幅に悪化しています。また、個人消費は、物価上昇の加速に伴う実質所得の減少

や消費者心理の悪化などから弱含んでいます。 

このような経済環境の中で当期第２四半期累計期間の売上高は5,642百万円(前年同期比10.8%増)となり

ました。 

部門別売上高につきましては次の通りです。 

自動車用部品部門の売上高は、5,298百万円(前年同期比12.0%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。自社製品部門の売上高は299百万円(前年同期比3.9%減)とな

りました。電子機器製品が2百万円増加し、街路灯製品は14百万円減少しました。その他駐輪設備の受注

品は44百万円(前年同期比14.5%減)となりました。 

損益面につきましては、売上高が増加したこと、自動車用部品部門において前年同期に発生していた生

産準備費用等が減少したことに加え、原価改善効果が寄与したこと等から、利益率が改善し、営業利益

115百万円(前年同期は営業損失30百万円)、経常利益102百万円(前年同期は経常損失39百万円)となりまし

た。特別利益は4百万円、特別損失は金型等の除却損9百万円と「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、及び有価証券評価損2百万円が発生したことから35百万円となりました。その結果、四半期純利益

は36百万円(前年同期は純損失48百万円)となりました。 

なお、前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

  

当第２四半期末における総資産は、前期末比5百万円増加し、10,818百万円となりました。 

流動資産は現金及び預金が212百万円増加したこと等により、210百万円増加し、4,907百万円となりま

した。固定資産は205百万円の減少となりました。主な要因は機械及び装置が72百万円、工具、器具及び

備品が111百万円減少したこと等により有形固定資産が207百万円減少したことによるものです。 

流動負債は短期借入金が62百万円増加、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50百万円の増加等により255百万円増加しました。固定負債は長期借入金が60百

万円減少、社債200百万円の流動負債への振替等により、258百万円の減少となりました。その結果負債全

体では2百万円減少しました。 

純資産は利益剰余金が四半期純利益36百万円、配当金の支払26百万円等により10百万円の増加したこと

等から、8百万円増加しました。 

  

今後の経済状況の見通しにつきましては、世界的な金融危機拡大のなか、景気後退が懸念され、わが国

においても厳しい局面が予想されます。 

当社を取り巻く環境も先行き不透明感が増しており、通期業績予想につきましては売上高11,400百万

円、営業利益180百万円、経常利益150百万円、当期純利益60百万円であり、平成20年８月６日公表の予想

を変更いたしておりません。 

  

・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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①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を第１四半期から適用しております。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 

たな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、第１四半期

会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益が、それぞれ1,818

千円及び税引前四半期純利益が24,945千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35,222千円減少しております。 

  

4. その他

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)

㈱リード(6982)　平成21年３月期　第２四半期決算短信(非連結)

－3－



5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 1,961,095 1,749,089 

受取手形及び売掛金 2,169,704 2,242,192 

製品 247,126 242,041 

原材料 304,294 284,514 

仕掛品 82,618 78,929 

その他 147,912 107,521 

貸倒引当金 △5,440 △7,120 

流動資産合計 4,907,313 4,697,169 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 928,903 946,754 

構築物（純額） 65,481 70,110 

機械及び装置（純額） 1,259,485 1,331,671 

車両運搬具（純額） 11,754 13,767 

工具、器具及び備品（純額） 1,331,147 1,443,112 

土地 1,725,262 1,725,262 

建設仮勘定 46,548 45,454 

有形固定資産合計 5,368,583 5,576,133 

無形固定資産 31,503 33,080 

投資その他の資産 

その他 571,874 560,138 

貸倒引当金 △60,870 △53,240 

投資その他の資産合計 511,004 506,898 

固定資産合計 5,911,091 6,116,111 

資産合計 10,818,405 10,813,281 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 756,185 773,645 

短期借入金 2,071,664 2,009,347 

1年内償還予定の社債 200,000 － 

未払金 2,011,555 2,113,355 

未払法人税等 70,800 21,516 

賞与引当金 125,000 75,000 

その他 166,125 152,576 

流動負債合計 5,401,330 5,145,440 

固定負債 

社債 － 200,000 

長期借入金 2,016,118 2,076,504 

退職給付引当金 99,099 100,832 

役員退職慰労引当金 61,000 56,500 

その他 658,368 659,610 

固定負債合計 2,834,586 3,093,446 

負債合計 8,235,916 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 814,114 803,952 

自己株式 △4,786 △4,624 

株主資本合計 1,678,813 1,668,812 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 33,694 35,601 

土地再評価差額金 869,979 869,979 

評価・換算差額等合計 903,674 905,581 

純資産合計 2,582,488 2,574,394 

負債純資産合計 10,818,405 10,813,281 
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,642,570 

売上原価 5,231,181 

売上総利益合計 411,389 

販売費及び一般管理費 295,479 

営業利益 115,909 

営業外収益 

受取利息 1,192 

受取配当金 4,856 

受取賃貸料 23,626 

その他 5,075 

営業外収益合計 34,750 

営業外費用 

支払利息 39,910 

その他 8,015 

営業外費用合計 47,926 

経常利益 102,733 

特別利益 

有形固定資産売却益 2,315 

受取補償金 605 

貸倒引当金戻入額 1,680 

その他 20 

特別利益合計 4,620 

特別損失 

有形固定資産除却損 9,775 

投資有価証券評価損 2,499 

たな卸資産評価損 23,126 

特別損失合計 35,402 

税引前四半期純利益 71,951 

法人税、住民税及び事業税 65,496 

法人税等調整額 △30,000 

四半期純利益 36,455 
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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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

前中間損益計算書 

 
  

  

(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

「参考」

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 5,094,666 100.0

Ⅱ 売上原価 4,834,022 94.9

   売上総利益 260,643 5.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 290,970 5.7

   営業損失(△) △30,326 △0.6

Ⅳ 営業外収益 33,174 0.6

Ⅴ 営業外費用 42,311 0.8

   経常損失(△) △39,463 △0.8

Ⅵ 特別利益 131,371 2.6

Ⅶ 特別損失 73,617 1.4

   税引前中間純利益 18,290 0.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

14,651

   法人税等調整額 52,538 67,189 1.4

   中間純損失(△) △48,898 △1.0
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