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1. 平成28年3月期第2四半期の業績（平成27年4月1日～平成27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 ％

28年3月期第2四半期 2,432 △1.6 △2 ― 1 ― 154 △35.2
27年3月期第2四半期 2,471 3.0 △11 ― △5 ― 238 ―

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

28年3月期第2四半期 11.77 ―
27年3月期第2四半期 18.16 ―

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

28年3月期第2四半期 9,938 3,260 32.8 248.17
27年3月期 10,487 3,216 30.7 244.83
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 3,260百万円 27年3月期 3,216百万円

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

27年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
28年3月期 ― ―
28年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3. 平成28年 3月期の業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 4,900 △6.6 10 △79.2 10 △81.0 140 △47.9 10.65



(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 ： 無
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） 28年3月期2Q 13,164,800 株 27年3月期 13,164,800 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 27,270 株 27年3月期 26,955 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 13,137,710 株 27年3月期2Q 13,138,068 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の好転を背景とした雇用・所得環境の改善により個人消

費は底堅く推移し住宅投資等も持ち直しておりますが、輸出・生産に中国経済や新興国経済の減速の影響が見られ

景気回復のもたつきが懸念されています。

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７月が6.5％減、同８月が4.6％減、同

９月が1.7％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２四半期累計期間の売上高は2,432百万円(前年同期比1.6％減)となりました。自

動車用部品部門の受注減が主な要因です。

損益面につきましては、原価低減活動の推進及び製造経費の圧縮・人員体制の見直し等によるコスト削減に努め

ましたが、売上高が計画を下回ったことに加え、自動車用部品部門のモデルチェンジに伴う立上げロスが発生した

ことから営業損失は２百万円(前年同期は営業損失11百万円)となりました。

営業外収益は受取配当金19百万円、受取賃貸料22百万円等により47百万円、営業外費用は支払利息34百万円等に

より43百万円を計上し、経常利益は１百万円(前年同期は経常損失５百万円)となりました。また、特別利益は投資

有価証券売却益200百万円を計上し、特別損失は金型等の固定資産除却損29百万円を計上しました。その結果、四

半期純利益は154百万円(前年同期比35.2％減)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、2,101百万円(前年同期比7.0％減)となりました。セグメント利益(経常利益)は４百万

円(前年同期はセグメント利益０百万円)となりました。

②自社製品

当セグメントの売上高は、291百万円(前年同期比58.9％増)となりました。照明機器製品は124百万円増加し、電

子機器製品は16百万円減少しました。セグメント損失(経常損失)は22百万円(前年同期はセグメント損失19百万円)

となりました。

③賃貸不動産

当セグメント利益(経常利益)は14百万円(前年同期比5.7％減)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39百万円(前年同期比36.8％増)となりました。公共施設等大型案件の受注増が主な要因で

す。セグメント利益(経常利益)は４百万円(前年同期はセグメント損失１百万円)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549百万円減少し、9,938百万円となりました。

項目別では、流動資産は572百万円減少し、3,294百万円となりました。主な要因は現金及び預金が420百万円、受

取手形及び売掛金が192百万円減少したことです。固定資産は23百万円増加し、6,643百万円となりました。主な要

因は建物が393百万円増加し、機械及び装置が41百万円、工具、器具及び備品が34百万円、リース資産が58百万円、

建設仮勘定が120百万円、投資有価証券が120百万円減少したことです。

流動負債は402百万円減少し、3,375百万円となりました。主な要因は短期借入金が16百万円増加し、支払手形及

び買掛金が44百万円、未払金が129百万円、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等が84百万

円減少したことです。固定負債は190百万円減少し、3,302百万円となりました。主な要因は長期借入金が125百万

円、その他のうち繰延税金負債が33百万円及びリース債務が24百万円減少したことです。その結果、負債全体では

592百万円減少し、6,678百万円となりました。

純資産は43百万円増加し、3,260百万円となりました。主な要因は利益剰余金が115百万円増加し、その他有価証

券評価差額金が71百万円減少したことです。
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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28年３月期の業績予想につきましては、平成27年11月２日に公表いたしました業績予想の修正に変更はござ

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

該当事項はありません。
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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)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,623,973 1,203,797

受取手形及び売掛金 1,254,782 1,062,711

電子記録債権 216,494 216,202

製品 238,364 240,637

仕掛品 41,236 31,299

原材料及び貯蔵品 315,362 320,870

その他 178,270 220,929

貸倒引当金 △1,370 △1,470

流動資産合計 3,867,115 3,294,977

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,059,708 1,452,751

構築物（純額） 42,855 50,706

機械及び装置（純額） 611,397 570,395

車両運搬具（純額） 4,277 3,767

工具、器具及び備品（純額） 153,163 119,159

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 737,331 678,478

建設仮勘定 365,564 245,123

有形固定資産合計 4,632,167 4,778,252

無形固定資産

ソフトウエア 1,706 3,222

リース資産 2,902 2,257

無形固定資産合計 4,608 5,480

投資その他の資産

投資有価証券 1,870,203 1,749,768

その他 121,742 115,723

貸倒引当金 △8,200 △5,640

投資その他の資産合計 1,983,745 1,859,852

固定資産合計 6,620,522 6,643,585

資産合計 10,487,637 9,938,562
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 323,109 278,227

短期借入金 2,119,240 2,135,484

未払金 912,192 783,095

未払法人税等 8,045 19,667

賞与引当金 25,000 10,000

圧縮未決算特別勘定 158,866 -

その他 230,988 148,900

流動負債合計 3,777,442 3,375,375

固定負債

長期借入金 1,828,695 1,703,618

退職給付引当金 91,090 86,581

資産除去債務 54,333 52,119

その他 1,519,435 1,460,432

固定負債合計 3,493,555 3,302,752

負債合計 7,270,997 6,678,127

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 374,737 489,999

自己株式 △5,335 △5,393

株主資本合計 1,238,887 1,354,091

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,026,582 955,173

土地再評価差額金 951,170 951,170

評価・換算差額等合計 1,977,752 1,906,343

純資産合計 3,216,639 3,260,434

負債純資産合計 10,487,637 9,938,562
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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26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

売上高 2,471,152 2,432,041

売上原価 2,263,869 2,209,952

売上総利益 207,282 222,088

販売費及び一般管理費 218,388 224,421

営業損失（△） △11,105 △2,332

営業外収益

受取利息 247 237

受取配当金 17,916 19,135

受取賃貸料 23,326 22,132

その他 6,335 6,168

営業外収益合計 47,825 47,674

営業外費用

支払利息 35,828 34,831

その他 6,043 9,012

営業外費用合計 41,871 43,843

経常利益又は経常損失（△） △5,151 1,498

特別利益

投資有価証券売却益 2,499 200,332

受取保険金 458,220 -

特別利益合計 460,720 200,332

特別損失

固定資産除却損 30,695 29,098

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 208,027 29,098

税引前四半期純利益 247,541 172,731

法人税、住民税及び事業税 8,996 17,949

法人税等調整額 △72 106

法人税等合計 8,924 18,055

四半期純利益 238,616 154,675
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 247,541 172,731

減価償却費 214,427 202,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,898 △4,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,810 △2,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △15,000

受取利息及び受取配当金 △18,164 △19,373

支払利息 35,828 34,831

受取保険金 △458,220 -

投資有価証券売却損益（△は益） △2,499 △200,332

有形固定資産除売却損益（△は益） 30,695 29,098

圧縮未決算特別勘定繰入 158,866 -

固定資産圧縮損 3,130 -

売上債権の増減額（△は増加） 358,732 194,928

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,228 2,188

災害損失 15,336 -

仕入債務の増減額（△は減少） △357,957 △151,851

未払消費税等の増減額（△は減少） 76,863 △90,872

その他 △72,232 △49,247

小計 185,206 102,798

利息及び配当金の受取額 18,163 19,368

利息の支払額 △35,790 △34,727

保険金の受取額 458,220 -

法人税等の支払額 △2,942 △8,057

法人税等の還付額 1,370 -

災害損失の支払額 △1,600 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,627 79,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000

投資有価証券の取得による支出 △10,005 △10,969

投資有価証券の売却による収入 2,500 226,567

有形固定資産の取得による支出 △221,541 △519,141

無形固定資産の取得による支出 - △2,342

資産除去債務の履行による支出 △29,000 △2,213

貸付けによる支出 △4,290 △2,490

貸付金の回収による収入 4,190 2,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,146 △311,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △12,497 -

長期借入れによる収入 311,425 351,320

長期借入金の返済による支出 △436,259 △460,153

リース債務の返済による支出 △39,601 △40,453

自己株式の取得による支出 △16 △58

配当金の支払額 - △38,962

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,948 △188,307
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184,532 △420,176

現金及び現金同等物の期首残高 1,620,709 1,611,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,805,242 1,191,797
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（４）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。

㈱リード(6982)平成28年３月期第２四半期決算短信(非連結)

－9－




