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1. 平成27年3月期第3四半期の業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 3,807 △7.0 11 ― 24 ― 240 ―
26年3月期第3四半期 4,095 △19.8 △272 ― △258 ― △268 ―

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

27年3月期第3四半期 18.33 ―
26年3月期第3四半期 △20.42 ―

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

27年3月期第3四半期 10,878 3,166 29.1 241.03
26年3月期 9,878 2,525 25.6 192.21
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 3,166百万円 26年3月期 2,525百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

26年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
27年3月期 ― ― ―
27年3月期（予想） 2.00 2.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 5,100 △11.8 10 ― 10 ― 200 ― 15.22



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 13,164,800 株 26年3月期 13,164,800 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 26,758 株 26年3月期 26,573 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 13,138,061 株 26年3月期3Q 13,138,470 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
の実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)３ページ「(３)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費に弱さが残るものの、生産に持ち直しの動きが見られる

ことなどから緩やかな回復を続けています。先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善、原油価格の下落や政

策効果により本格的な景気回復が期待されておりますが、欧州・中国経済の減速や消費者マインドの弱さ等の懸念

材料もあり不透明な状況にあります。

当社の売上高に大きな影響を与える乗用車の国内生産台数は、前年同月比10月が8.2％減、同11月が14.0％減、同

12月が2.8％減と減産が続いております。

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3,807百万円(前年同期比7.0％減)となりました。自

社製品部門の受注減が主な要因です。

損益面につきましては、売上高が計画を下回ったものの、原価低減改善活動の推進及び人件費を中心とした費用

の圧縮によるコスト削減に努めた結果、営業利益は11百万円(前年同期は営業損失272百万円)となりました。

営業外収益は受取配当金32百万円、受取賃貸料34百万円等により76百万円、営業外費用は支払利息53百万円等に

より63百万円を計上し、経常利益は24百万円(前年同期は経常損失258百万円)となりました。また、特別利益は受取

保険金458百万円等により460百万円を計上し、特別損失は圧縮未決算特別勘定繰入158百万円、金型等の固定資産除

却損56百万円等により234百万円を計上しました。その結果、四半期純利益は240百万円(前年同期は四半期純損失

268百万円)となりました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、3,363百万円(前年同期比0.5％減)となりました。セグメント利益(経常利益)は９百万

円(前年同期はセグメント損失299百万円)となりました。

②自社製品

当セグメントの売上高は、401百万円(前年同期比38.7％減)となりました。照明機器製品は243百万円、電子機器

製品は９百万円減少しました。セグメント損失(経常損失)は６百万円(前年同期はセグメント利益13百万円)となり

ました。

③賃貸不動産

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は23百万円(前年同期比1.2％増)となりました。なお、収益及び費用は営

業外に計上しております。

④その他

駐輪設備の売上高は42百万円(前年同期比29.4％減)となりました。セグメント損失(経常損失)は１百万円(前年同

期はセグメント利益４百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における総資産は、前期末比999百万円増加し、10,878百万円となりました。

項目別では、流動資産は271百万円増加し、4,105百万円となりました。主な要因は現金及び預金が434百万円、製

品等の棚卸資産が29百万円、その他のうち立替金が143百万円増加し、受取手形及び売掛金が262百万円、電子記録

債権が23百万円、その他のうち未収消費税が48百万円減少したことです。固定資産は728百万円増加し、6,773百万

円となりました。主な要因は建設仮勘定が350百万円、投資有価証券が637百万円増加し、建物が44百万円、機械及

び装置が83百万円、工具、器具及び備品が45百万円、リース資産が106百万円減少したことです。

流動負債は23百万円増加し、3,793百万円となりました。主な要因は短期借入金が47百万円、圧縮未決算特別勘定

が158百万円、その他のうち未払消費税が54百万円増加し、支払手形及び買掛金が50百万円、未払金が106百万円、

賞与引当金が19百万円、災害損失引当金が15百万円、資産除去債務が42百万円減少したことです。固定負債は335百

万円増加し、3,917百万円となりました。主な要因は長期借入金が167百万円、その他のうち繰延税金負債が219百万

円増加し、その他のうちリース債務が54百万円減少したことです。その結果、負債全体では358百万円増加し、

7,711百万円となりました。

純資産は641百万円増加し、3,166百万円となりました。主な要因は利益剰余金が240百万円、その他有価証券評価

差額金が400百万円増加したことです。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の業績予想につきましては、平成26年11月６日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法

を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

この変更による当第３四半期累計期間の期首の利益剰余金及び当第３四半期累計期間の損益に与える影響はあり

ません。

㈱リード(6982)平成27年３月期第３四半期決算短信(非連結)

－3－



３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,634,209 2,068,300

受取手形及び売掛金 1,286,527 1,023,737

電子記録債権 245,156 222,121

製品 226,512 263,511

仕掛品 56,615 43,586

原材料及び貯蔵品 311,733 317,080

その他 75,023 167,411

貸倒引当金 △2,020 △490

流動資産合計 3,833,758 4,105,258

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,120,793 1,076,171

構築物（純額） 47,914 43,863

機械及び装置（純額） 715,546 631,642

車両運搬具（純額） 2,789 2,693

工具、器具及び備品（純額） 183,498 138,106

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 877,040 770,292

建設仮勘定 1,320 351,500

有形固定資産合計 4,606,772 4,672,140

無形固定資産

ソフトウエア 4,272 2,074

リース資産 5,644 3,588

無形固定資産合計 9,916 5,662

投資その他の資産

投資有価証券 1,345,173 1,982,757

その他 109,527 118,288

貸倒引当金 △26,840 △5,800

投資その他の資産合計 1,427,860 2,095,245

固定資産合計 6,044,550 6,773,048

資産合計 9,878,309 10,878,307
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 352,829 302,316

短期借入金 2,096,181 2,143,275

未払金 1,072,029 965,922

未払法人税等 2,687 7,217

賞与引当金 25,000 6,000

災害損失引当金 15,843 －

資産除去債務 42,156 －

圧縮未決算特別勘定 - 158,866

その他 163,515 210,056

流動負債合計 3,770,243 3,793,654

固定負債

長期借入金 1,942,101 2,110,095

退職給付引当金 85,316 90,151

資産除去債務 54,329 54,332

その他 1,500,948 1,663,408

固定負債合計 3,582,695 3,917,987

負債合計 7,352,938 7,711,641

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 106,072 346,955

自己株式 △5,287 △5,304

株主資本合計 970,269 1,211,136

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 650,158 1,050,586

土地再評価差額金 904,942 904,942

評価・換算差額等合計 1,555,101 1,955,529

純資産合計 2,525,371 3,166,665

負債純資産合計 9,878,309 10,878,307
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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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

売上高 4,095,131 3,807,131

売上原価 4,020,465 3,460,883

売上総利益 74,665 346,248

販売費及び一般管理費 347,068 334,620

営業利益又は営業損失（△） △272,402 11,628

営業外収益

受取利息 441 368

受取配当金 16,774 32,174

受取賃貸料 34,725 34,853

その他 20,854 8,940

営業外収益合計 72,796 76,337

営業外費用

支払利息 49,545 53,262

その他 9,543 10,060

営業外費用合計 59,088 63,322

経常利益又は経常損失（△） △258,695 24,643

特別利益

投資有価証券売却益 - 2,499

受取保険金 - 458,220

特別利益合計 - 460,720

特別損失

減損損失 1,066 -

固定資産除却損 8,408 56,675

災害による損失 - 15,336

圧縮未決算特別勘定繰入 - 158,866

固定資産圧縮損 - 3,130

特別損失合計 9,474 234,008

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△268,169 251,354

法人税、住民税及び事業税 397 10,357

過年度法人税等 - 212

法人税等調整額 △237 △98

法人税等合計 159 10,471

四半期純利益又は四半期純損失（△） △268,328 240,883
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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