
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年2月7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23年2月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 7,193 3.7 64 396.1 91 60.9 △69 ―

22年3月期第3四半期 6,938 △17.3 12 △88.6 57 △40.5 65 ―

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

23年3月期第3四半期 △5.29 ―

22年3月期第3四半期 4.96 ―

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

23年3月期第3四半期 9,091 2,425 26.7 184.55
22年3月期 9,739 2,466 25.3 187.71

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,425百万円 22年3月期  2,466百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― ― ― 1.00 1.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,500 △0.8 50 △22.9 80 △31.1 △100 ― △7.61



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 13,164,800株 22年3月期  13,164,800株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  24,582株 22年3月期  23,039株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 13,140,818株 22年3月期3Q 13,142,328株

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ【当四半期の業績等に関する定性的情報】 「(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３四半期累計期間におけるわが国経済は、2009年後半以降回復基調にありましたが、世界経済の回

復の遅れ・円高の進行等に加え政策効果の息切れが重なり、昨年秋頃から足踏み状態となっています。ま

た、雇用・所得環境も改善が進まず依然として厳しい状況が続いています。 

当社の売上に大きな影響を与える乗用車の自動車販売台数は、エコカー補助金終了による反動から秋口

以降は低迷しています。 

このような経済環境の中で当第３四半期累計期間の売上高は7,193百万円(前年同期比3.7%増)となりま

した。 

損益面では、売上高の増加とともに原価低減改善活動や固定費の削減等により生産コストの見直しを実

施したことから、利益率が改善し、営業利益64百万円(前年同期は12百万円)となりました。 

営業外収益は受取賃貸料35百万円、休業等による助成金収入30百万円等により83百万円、営業外費用は支

払利息44百万円等により55百万円を計上し、経常利益は91百万円(前年同期は57百万円)となりました。ま

た、貸倒引当金戻入等による特別利益11百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額85百万円、減

損処理による投資有価証券評価損46百万円、金型等の固定資産除却損36百万円等による特別損失168百万

円を計上しました。その結果、四半期純損失は69百万円(前年同期は四半期純利益65百万円)となりまし

た。 

セグメント別売上高については次のとおりであります。 

自動車用部品部門の売上高は、6,673百万円(前年同期比3.1%増)となりました。受注先の自動車販売台

数増加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、483百万円(前年同期比26.5%増)となり

ました。電子機器製品が36百万円、街路灯製品が65百万円それぞれ増加しました。その他駐輪設備の受注

品売上高は、37百万円(前年同期比55.4%減)となりました。公共施設等の大型設備案件の減少が主な要因

です。 
  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前期末比648百万円減少し、9,091百万円となりました。項

目別では、流動資産は、278百万円減少し、4,535百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が27百

万円、受取手形及び売掛金が295百万円減少し、たな卸資産が16百万円増加したことです。固定資産は345

百万円減少し、4,483百万円となりました。主な要因は、機械及び装置が113百万円、工具、器具及び備品

が223百万円減少したこと等により有形固定資産が353百万円減少し、投資有価証券が22百万円増加、破産

更生債権等が32百万円、貸倒引当金が30百万円減少したこと等により投資その他の資産が6百万円増加し

たことです。 

流動負債は585百万円減少し、4,342百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が112百万

円、短期借入金が81百万円、未払金が一括決済システムの残高が284百万円減少したこと等により235百万

円、未払法人税等が67百万円、賞与引当金が70百万円それぞれ減少したことです。固定負債は20百万円減

少し、2,324百万円となりました。主な要因は、資産除去債務が94百万円、その他のうち長期未払金が役

員退職慰労引当金からの振替で49百万円、繰延税金負債が30百万円それぞれ増加したこと、長期借入金が

128百万円、役員退職慰労引当金が制度廃止により73百万円減少したことです。その結果負債全体では606

百万円減少し、6,666百万円となりました。 

純資産は41百万円減少し、2,425百万円となりました。主な要因は、配当金の支払13百万円と四半期純

損失69百万円により利益剰余金が82百万円減少したことと、その他有価証券評価差額金が41百万円増加し

たことです。 
  

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成23年２月１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。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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３四半期会計期間末の貸倒実績率等が第１四半期会計期間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、第１四半期会計期間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３四半期会計期間末の棚卸資産の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の

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。 

  

①棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、原材料、貯蔵品の評価基準及び評価方法は、原価法( 終仕入原価法)によっておりましたが、

第１四半期会計期間より主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変

更しております。この変更は、期間損益をより適正に表示することを目的に行ったものであります。 

なお、これにより、当第３四半期累計期間の損益に与える影響額は、軽微であります。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日)を適用しております。 

なお、これにより、当第３四半期累計期間の損益に与える影響額は、営業利益及び経常利益は軽微で

あり、税引前四半期純損失が86,600千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は94,485千円であります。 

【追加情報】 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議

し、平成22年６月29日開催の定時株主総会において、退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。

これに伴い、第１四半期会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う

当第３四半期会計期間末の未払額49,000千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,070,506 2,098,015

受取手形及び売掛金 1,776,717 2,071,887

製品 240,509 220,759

仕掛品 87,816 87,067

原材料及び貯蔵品 298,177 302,174

その他 72,047 40,660

貸倒引当金 △9,800 △6,560

流動資産合計 4,535,975 4,814,005

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 846,979 864,049

構築物（純額） 56,718 60,627

機械及び装置（純額） 833,519 947,002

車両運搬具（純額） 5,827 5,969

工具、器具及び備品（純額） 402,328 625,449

土地 1,726,170 1,726,170

リース資産（純額） 18,307 8,529

建設仮勘定 1,005 6,946

有形固定資産合計 3,890,857 4,244,744

無形固定資産

ソフトウエア 27,250 32,219

その他 7,054 －

無形固定資産合計 34,304 32,219

投資その他の資産

その他 591,370 615,277

貸倒引当金 △33,340 △64,020

投資その他の資産合計 558,030 551,257

固定資産合計 4,483,192 4,828,221

繰延資産

開発費 72,222 97,222

繰延資産合計 72,222 97,222

資産合計 9,091,390 9,739,449
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 616,027 728,377

短期借入金 2,132,577 2,213,876

未払金 1,430,137 1,666,108

未払法人税等 － 67,735

賞与引当金 30,000 100,000

その他 133,496 151,605

流動負債合計 4,342,238 4,927,704

固定負債

長期借入金 1,394,576 1,522,804

退職給付引当金 98,862 103,935

役員退職慰労引当金 － 73,100

資産除去債務 94,921 －

その他 735,706 645,123

固定負債合計 2,324,066 2,344,964

負債合計 6,666,304 7,272,668

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 643,406 726,048

自己株式 △5,113 △4,988

株主資本合計 1,507,778 1,590,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,327 6,256

土地再評価差額金 869,979 869,979

評価・換算差額等合計 917,307 876,236

純資産合計 2,425,085 2,466,781

負債純資産合計 9,091,390 9,739,449
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 6,938,786 7,193,985

売上原価 6,555,857 6,686,626

売上総利益 382,929 507,359

販売費及び一般管理費 369,943 442,935

営業利益 12,985 64,424

営業外収益

受取利息 951 886

受取配当金 3,477 6,237

受取賃貸料 35,277 35,180

助成金収入 59,019 30,876

その他 8,560 9,823

営業外収益合計 107,287 83,003

営業外費用

支払利息 52,712 44,295

その他 10,557 11,424

営業外費用合計 63,270 55,719

経常利益 57,002 91,707

特別利益

固定資産売却益 3,045 251

貸倒引当金戻入額 2,000 11,060

特別利益合計 5,045 11,311

特別損失

固定資産除却損 22,532 36,311

投資有価証券売却損 － 426

投資有価証券評価損 － 46,970

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,060

特別損失合計 22,532 168,768

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 39,515 △65,749

法人税、住民税及び事業税 1,372 397

法人税等調整額 △27,000 3,352

法人税等合計 △25,627 3,750

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,142 △69,499
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【第３四半期会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 2,595,133 2,383,129

売上原価 2,408,857 2,265,799

売上総利益 186,276 117,330

販売費及び一般管理費 131,631 152,115

営業利益又は営業損失（△） 54,644 △34,785

営業外収益

受取利息 255 262

受取配当金 860 3,134

受取賃貸料 11,661 11,651

助成金収入 12,466 8,997

その他 1,178 5,603

営業外収益合計 26,421 29,648

営業外費用

支払利息 16,840 14,087

その他 3,306 4,912

営業外費用合計 20,146 18,999

経常利益又は経常損失（△） 60,919 △24,136

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 10,200

特別利益合計 － 10,200

特別損失

固定資産除却損 909 13,097

投資有価証券評価損 － 6,417

特別損失合計 909 19,515

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 60,010 △33,451

法人税、住民税及び事業税 417 △23,202

法人税等調整額 △27,000 △147

法人税等合計 △26,582 △23,349

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,592 △10,101
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該当事項はありません。 

  

  

  

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23年３月期第３四半期決算短信(非連結)

－8－


