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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,343 △23.0 △42 ― △5 ― △21 ―

21年3月期第2四半期 5,642 10.8 115 ― 102 ― 36 ―

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

22年3月期第2四半期 △1.63 ―

21年3月期第2四半期 2.77 ―

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

22年3月期第2四半期 9,285 2,353 25.3 179.06
21年3月期 9,641 2,352 24.4 179.01

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,353百万円 21年3月期  2,352百万円

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

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 1.00 1.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

通期 9,390 △9.8 40 ― 80 ― 40 ― 3.04
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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、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。］ 

(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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 13,164,800株 21年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  22,820株 21年3月期  21,454株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 13,142,477株 21年3月期第2四半期 13,145,446株

※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、
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、３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、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸

出、生産の増加などから2008年度末を底に緩やかに回復しています。しかしながら、失業率が過去最悪を

更新するなど雇用・所得環境は依然として改善されず、個人消費は弱含みで推移しています。 

当社の売上に大きな影響を与える自動車販売台数は2009年度に入り減少幅が縮小し、８月にはハイブリ

ッド車の大幅増加を主因として前年比増加に転じました。 

このような経済環境のなかで、当第２四半期累計期間の売上高は4,343百万円(前年同期比23.0%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、4,039百万円(前年同期比23.8%減)となりました。自動車販売台数減

少による受注減少が主な要因です。自社製品部門におきましては、235百万円(前年同期比21.4%減)となり

ました。そのうち電子機器製品が64百万円減少し133百万円、街路灯製品はほぼ前年同期と同等の101百万

円でした。その他駐輪設備の受注品は、24百万円増加し68百万円(前年同期比53.9%増)となりました。 

損益面では、原価低減改善活動や人件費の削減を中心とした固定費の削減等により生産コストの徹底し

た見直しを実施してまいりましたが、売上高の減少及び新規受注製品の立ち上げ費用が計画より増加した

ことによる売上原価率の上昇等から利益率が悪化し、営業損失42百万円(前年同期は営業利益115百万円)

となりました。 

営業外収益は休業等による助成金収入46百万円、受取賃貸料23百万円等により80百万円、営業外費用は

支払利息35百万円等により43百万円を計上し、経常損失5百万円(前年同期は経常利益102百万円)となりま

した。また、貸倒引当金戻入等により特別利益6百万円、金型等の固定資産除却損による特別損失21百万

円を計上しました。その結果、四半期純損失は21百万円(前年同期は四半期純利益36百万円)となりまし

た。 

  

当第2四半期末における総資産は、前事業年度末比355百万円減少し、9,285百万円となりました。項目

別では、流動資産は、72百万円増加し、4,186百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が

134百万円、その他が助成金の未収入金増加等により34百万円増加し、現金及び預金が79百万円、製品が

10百万円減少したことです。固定資産は428百万円減少し、5,099百万円となりました。主な要因は機械及

び装置が56百万円、工具、器具及び備品が314百万円、建設仮勘定が64百万円減少したこと等により有形

固定資産が452百万円減少し、投資有価証券の時価上昇等による評価額が25百万円増加したこと等により

投資その他の資産が26百万円増加したことです。 

流動負債は359百万円減少し、4,253百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が52百万円、

短期借入金が58百万円増加し、未払金が190百万円、賞与引当金が55百万円、その他が未払消費税の減少

等により28百万円それぞれ減少したこと、及び社債200百万円の償還によります。固定負債は3百万円増加

し、2,678百万円となりました。その結果負債全体では356百万円減少し、6,932百万円となりました。 

純資産は前事業年度末とほぼ同額の2,353百万円となりました。主な要因は利益剰余金が21百万円減少

し、その他有価証券評価差額金の含み損が21百万円減少したことです。 

  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年8月6日に公表いたしました第２四半期累計期間及

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21年11月9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２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 

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のみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,747,263 1,826,942

受取手形及び売掛金 1,777,508 1,643,296

製品 225,687 235,745

仕掛品 68,908 71,335

原材料及び貯蔵品 290,600 295,247

その他 79,742 45,370

貸倒引当金 △3,410 △4,420

流動資産合計 4,186,300 4,113,517

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 888,558 910,918

構築物（純額） 65,153 63,459

機械及び装置（純額） 1,066,583 1,122,952

車両運搬具（純額） 7,460 9,014

工具、器具及び備品（純額） 869,869 1,184,229

土地 1,726,144 1,726,144

リース資産（純額） 4,680 －

建設仮勘定 13,475 77,646

有形固定資産合計 4,641,925 5,094,365

無形固定資産 28,224 31,069

投資その他の資産   

その他 485,913 461,521

貸倒引当金 △57,020 △59,290

投資その他の資産合計 428,893 402,231

固定資産合計 5,099,043 5,527,666

資産合計 9,285,344 9,641,184
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 584,638 531,803

短期借入金 2,165,055 2,106,704

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払金 1,362,749 1,553,735

未払法人税等 3,514 －

賞与引当金 － 55,000

その他 137,355 165,761

流動負債合計 4,253,314 4,613,005

固定負債   

長期借入金 1,868,682 1,874,684

退職給付引当金 101,786 98,912

役員退職慰労引当金 69,300 65,400

その他 639,068 636,440

固定負債合計 2,678,837 2,675,437

負債合計 6,932,152 7,288,443

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 665,547 686,997

自己株式 △4,971 △4,882

株主資本合計 1,530,061 1,551,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,848 △68,839

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 823,131 801,140

純資産合計 2,353,192 2,352,741

負債純資産合計 9,285,344 9,641,184
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,642,570 4,343,653

売上原価 5,231,181 4,147,000

売上総利益 411,389 196,653

販売費及び一般管理費 295,479 239,591

営業利益又は営業損失（△） 115,909 △42,938

営業外収益   

受取利息 1,192 696

受取配当金 4,856 2,616

受取賃貸料 23,626 23,616

助成金収入 － 46,553

その他 5,075 7,382

営業外収益合計 34,750 80,865

営業外費用   

支払利息 39,910 35,872

その他 8,015 7,251

営業外費用合計 47,926 43,124

経常利益又は経常損失（△） 102,733 △5,197

特別利益   

固定資産売却益 2,315 3,045

受取補償金 605 －

貸倒引当金戻入額 1,680 3,280

その他 20 －

特別利益合計 4,620 6,325

特別損失   

固定資産除却損 9,775 21,622

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 21,622

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 71,951 △20,494

法人税、住民税及び事業税 65,496 954

法人税等調整額 △30,000 －

法人税等合計 35,496 954

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,455 △21,449
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当第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

㈱リード（6982）平成22年３月期 第２四半期決算短信（非連結）

－8－


