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1. 2021年3月期第3四半期の業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(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 ％

2021年3月期第3四半期 3,524 △25.4 △209 ― △98 ― △98 ―

2020年3月期第3四半期 4,726 6.5 104 ― 131 ― 113 ―

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

2021年3月期第3四半期 △38.47 ―

2020年3月期第3四半期 43.96 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第3四半期 8,738 2,626 30.1

2020年3月期 8,838 2,741 31.0

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 2,626百万円 2020年3月期 2,741百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ― ―

2021年3月期（予想） 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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 4,700 △27.1 △450 ― △370 ― △370 ― △143.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期3Q 2,632,960 株 2020年3月期 2,632,960 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 60,370 株 2020年3月期 60,305 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 2,572,627 株 2020年3月期3Q 2,572,655 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。



㈱リード(6982) 2021年３月期 第３四半期決算短信(非連結)

―1―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………３

２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………４

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………４

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………６

　 第２四半期累計期間 …………………………………………………………………………………６

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

　



㈱リード(6982) 2021年３月期 第３四半期決算短信(非連結)

―2―

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、米中貿易摩擦の深刻化や昨年の消費税増税等の影響による景気の

後退感に加え、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活動、消費活動が大きく後退し、景気は急速

に悪化しました。緊急事態宣言の解除後は経済活動再開の動きが広がり、足元の景気は個人消費や輸出を中心に持

ち直しつつあったものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大を背景に、先行き不透明な状況が続いております。

当社の売上高に大きな影響を与える㈱ＳＵＢＡＲＵの世界生産台数は、第１四半期には大幅な減産が続きました

が、第２四半期には回復の兆しを見せ、第３四半期におきましては前年同月比10月が14.0％増、同11月が17.1％減、

同12月が4.0％増となりました。

このような経済環境の中で当第３四半期会計期間の売上については、概ね計画通り進捗し、売上高が1,566百万円

(前年同期比6.3％減)、営業利益が68百万円、経常利益が82百万円、四半期純利益が82百万円と黒字計上いたしまし

た。

但し、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大きく受けた第２四半期累計期間の赤字解消までには至らず、第

３四半期累計期間の売上高は3,524百万円(前年同期比25.4％減)となり、人件費・減価償却費等の固定費を吸収しき

れず営業損失は209百万円(前年同期は営業利益104百万円)となりました。

同様に、営業外収益は受取配当金19百万円、受取賃貸料32百万円、助成金収入98百万円等により158百万円、営業

外費用は支払利息38百万円等により47百万円を計上し、経常損失は98百万円(前年同期は経常利益131百万円)となり

ました。また、特別利益は固定資産売却益１百万円、特別損失は固定資産除却損１百万円を計上しました。その結

果、四半期純損失は98百万円(前年同期は四半期純利益113百万円)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

第３四半期会計期間における、当セグメントの売上高は、㈱ＳＵＢＡＲＵからの受注回復に伴い1,480百万円と前

年同期比95.2％まで回復したことを主因に、損益面においても、営業利益63百万円(前年同期比24.8％減)、経常利

益66百万円(前年同期比27.5％減)と黒字計上いたしました。但し、第２四半期累計期間の新型コロナウイルス感染

症の影響による大幅受注減により、第３四半期累計期間では、売上高3,263百万円(前年同期比26.0％減)、セグメン

ト損失(経常損失)は127百万円(前年同期はセグメント利益(経常利益)100百万円)に留まりました。

②自社製品

第３四半期累計期間における、当セグメントの売上高は、236百万円(前年同期比16.9％減)となりました。電子機

器製品が38百万円増加し、照明機器製品は事業撤退したことにより86百万円減少しました。損益面につきましては、

電子機器製品において売上が増加し損益改善が図られ、セグメント利益(経常利益)は８百万円(前年同期は電子機器

製品で経常損失11百万円、また、事業撤退した照明機器製品で経常利益21百万円によりセグメント利益(経常利

益)10百万円)となりました。

③賃貸不動産

第３四半期累計期間における、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1.7％増)となりま

した。なお、収益及び費用は営業外に計上しています。

④その他

第３四半期累計期間における、駐輪設備の売上高は23百万円(前年同期比32.1％減)となりました。セグメント損

失(経常損失)は２百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)１百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における総資産は、前期末比100百万円減少し8,738百万円となりました。

　・資産

流動資産は、現金及び預金が55百万円、その他のうち未収消費税等が28百万円及び未収還付法人税等が14百万円

増加し、受取手形及び売掛金が115百万円、電子記録債権が137百万円、その他のうち立替金が44百万円減少したこ

と等から196百万円減少し3,188百万円となりました。

固定資産は、機械及び装置が39百万円、リース資産が50百万円、建設仮勘定が28百万円増加し、建物が33百万円

減少したこと等から有形固定資産は71百万円増加し4,782百万円となり、また、投資有価証券が28百万円増加したこ

と等から投資その他の資産は26百万円増加し761百万円となりました。その結果、固定資産全体では96百万円増加し

5,549百万円となりました。
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　・負債

流動負債は、短期借入金が90百万円、その他のうちリース債務が15百万円増加し、支払手形及び買掛金が70百万

円、未払金が256百万円、未払法人税等が28百万円、賞与引当金が51百万円、その他のうち未払消費税等が94百万円

及び預り金が59百万円並びに設備関係支払手形が50百万円減少したこと等から505百万円減少し2,823百万円となり

ました。

固定負債は、長期借入金が488百万円、その他のうちリース債務が46百万円増加し、退職給付引当金が13百万円減

少したこと等から520百万円増加し3,288百万円となりました。その結果、負債全体では14百万円増加し6,111百万円

となりました。

　・純資産

純資産は、その他有価証券評価差額金が９百万円増加し、利益剰余金が124百万円減少したこと等から114百万円

減少し、その結果、純資産額は2,626百万円となりました。これにより自己資本比率は30.1％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、世界的な半導体不足や新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、

それらの影響を合理的に見積もることができないことから、2020年11月５日に公表いたしました業績予想を変更い

たしませんが、今後状況に応じて適切に必要な開示をいたします。

　



㈱リード(6982) 2021年３月期 第３四半期決算短信(非連結)

―4―

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,501,258 1,557,135

受取手形及び売掛金 814,575 698,597

電子記録債権 674,924 536,990

製品 91,747 96,111

仕掛品 33,255 30,278

原材料及び貯蔵品 189,492 185,470

その他 81,204 84,614

貸倒引当金 △620 △320

流動資産合計 3,385,839 3,188,877

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,586,620 1,552,960

構築物（純額） 57,603 51,873

機械及び装置（純額） 439,504 479,460

車両運搬具（純額） 6,883 4,878

工具、器具及び備品（純額） 124,621 118,433

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 638,784 689,771

建設仮勘定 198,590 226,966

有形固定資産合計 4,710,479 4,782,214

無形固定資産

ソフトウエア 1,194 1,186

リース資産 5,640 4,560

無形固定資産合計 6,834 5,746

投資その他の資産

投資有価証券 654,131 683,016

その他 85,409 80,913

貸倒引当金 △4,030 △2,180

投資その他の資産合計 735,510 761,749

固定資産合計 5,452,825 5,549,710

資産合計 8,838,664 8,738,588
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 354,664 284,045

短期借入金 1,526,641 1,616,761

未払金 901,831 644,839

未払法人税等 28,401 -

賞与引当金 65,000 14,000

その他 452,778 263,865

流動負債合計 3,329,317 2,823,511

固定負債

長期借入金 1,610,221 2,098,864

退職給付引当金 76,656 62,691

資産除去債務 50,573 50,636

その他 1,030,434 1,076,195

固定負債合計 2,767,885 3,288,388

負債合計 6,097,203 6,111,900

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 720,951 596,265

自己株式 △31,722 △31,746

株主資本合計 1,558,713 1,434,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 209,163 219,100

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,182,746 1,192,684

純資産合計 2,741,460 2,626,687

負債純資産合計 8,838,664 8,738,588
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 4,726,845 3,524,023

売上原価 4,209,962 3,388,858

売上総利益 516,882 135,164

販売費及び一般管理費 412,463 345,004

営業利益又は営業損失（△） 104,419 △209,840

営業外収益

受取利息 194 130

受取配当金 38,409 19,119

受取賃貸料 33,180 32,967

助成金収入 1,350 98,480

その他 3,068 7,498

営業外収益合計 76,202 158,196

営業外費用

支払利息 39,929 38,633

その他 9,313 8,541

営業外費用合計 49,242 47,175

経常利益又は経常損失（△） 131,379 △98,819

特別利益

固定資産売却益 16 1,809

特別利益合計 16 1,809

特別損失

固定資産除却損 986 1,564

特別損失合計 986 1,564

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△）

130,409 △98,574

法人税、住民税及び事業税 17,336 397

法人税等調整額 △10 △12

法人税等合計 17,325 385

四半期純利益又は四半期純損失（△） 113,083 △98,959
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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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