
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 盟和産業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7284 URL http://www.meiwasangyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清水 俊彦

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 伊藤 明彦 TEL 046-223-7611
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12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 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2四半期 9,078 34.2 184 ― 88 ― 30 ―

22年3月期第2四半期 6,764 △35.9 △371 ― △411 ― △406 ―

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2四半期 1.87 ―

22年3月期第2四半期 △24.87 ―

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2四半期 20,869 10,228 49.0 626.11
22年3月期 21,208 10,398 49.0 636.36

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,228百万円 22年3月期  10,396百万円

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  

（注）現時点では、配当予想は未定です。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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 17,400 12.0 250 132.9 55 32.7 20 ― 1.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 17,514,297株 22年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,178,462株 22年3月期  1,176,167株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,337,135株 22年3月期2Q 16,342,383株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長による輸出及び生産の増

加、政府の消費刺激策等により、一時的に企業収益の回復や個人消費の持ち直しが見られたもの

の、生産設備や労働力の過剰感、円高基調、欧州の金融不安等、景気の先行きは依然として不透

明な状況が続いております。 

 当社グループが属する自動車業界におきましては、エコカー補助金・減税等の消費刺激策によ

り国内販売台数は好調に推移しましたが、補助金の終了により今後の反動減が予想されます。 

 このような状況の中で当社グループは、収益力の強化と持続的な成長に向け、徹底的な原価低

減と中国を中心とする海外での製造・販売体制構築に取り組んでまいりました。 

その結果、当社グループの第２四半期連結累計期間における売上高は9,078百万円（前年同四

半期比34.2％増）、営業利益は184百万円（前年同四半期は371百万円の営業損失）、経常利益は

88百万円（前年同四半期は411百万円の経常損失）、四半期純利益は30百万円（前年同四半期は4

06百万円の四半期純損失）となりました。 

 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①自動車部品 

売上高は8,353百万円、セグメント利益は162百万円となりました。 

②住宅 

売上高は696百万円、セグメント利益は32百万円となりました。 

③包装製品 

売上高は29百万円、セグメント損失は10百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は20,869百万円（前連結会計年度末比338百万円

減）となりました。 

 このうち流動資産は、10,551百万円（前連結会計年度末比358百万円減）となりました。これ

は主に、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が724百万円増加した一方、販売用不動産が672

百万円、未収入金が154百万円及び短期貸付金が290百万円それぞれ減少したこと等によるもので

す。固定資産は、10,279百万円（前連結会計年度末比6百万円減）となりました。これは主に、

前連結会計年度末に比べ、建設仮勘定が263百万円、繰延税金資産が109百万円それぞれ増加した

一方、株価下落等により投資有価証券が450百万円減少したこと等によるものです。 

 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、10,640百万円（前連結会計年度末比168百万円

減）となりました。 

 このうち流動負債は6,232百万円（前連結会計年度末比349百万円減）となりました。これは主

に、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が176百万円増加した一方、短期借入金が584

百万円減少したこと等によるものです。固定負債は、4,408百万円（前連結会計年度末比181百万

円増）となりました。これは主に、前連結会計年度末に比べ、退職給付引当金が178百万円減少

した一方、長期借入金が166百万円、長期未払金が147百万円それぞれ増加したこと等によりま

す。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は10,228百万円（前連結会計年度末比169百万円

減）となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が186百万円減少したこと等による
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ものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想を修正しておりま

す｡ 

詳細につきましては、平成22年11月５日付けで開示しました「業績予想および配当予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、期末配当予想につきましては、現時点では引き続き未定とさせていただき、今後の業績

推移や経営環境を総合的に勘案して、予想額の開示が可能になり次第速やかに開示いたします。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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 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、連結会計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。 

 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降の経営環境等かつ、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、前連結会計年度末において使用し

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。 
 

④ 税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積も

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は、34,142千円減少しております。 

 

②「表示方法の変更」 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく

「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表

示しております。 
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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

 

(5) 追加情報 

（退職給付引当金） 

 当社は、従来、適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成22年４年１日をもって確定給

付企業年金制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。 

 本移行により、特別利益として190,907千円を計上しております。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 2,704,401  1,980,304

  受取手形及び売掛金 4,420,947  4,316,494

  商品及び製品 618,386  605,028

  原材料及び貯蔵品 408,722  342,865

  販売用不動産 72,643  745,117

  繰延税金資産 156,000  156,000

  不動産事業出資金 1,657,500  2,087,500

  その他 1,343,082  1,721,928

  貸倒引当金 △830,404  △1,045,487

  流動資産合計 10,551,280  10,909,750

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,324,437  1,352,889

   機械装置及び運搬具（純額） 1,198,671  1,307,391

   工具、器具及び備品（純額） 703,613  699,629

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 131,425  134,170

   建設仮勘定 766,668  503,434

   有形固定資産合計 6,133,267  6,005,965

  無形固定資産 193,953  193,032

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,926,421  2,376,464

   繰延税金資産 863,722  754,674

   保険積立金 281,444  281,950

   その他 1,638,450  1,233,889

   貸倒引当金 △757,350  △559,258

   投資その他の資産合計 3,952,687  4,087,720

  固定資産合計 10,279,908  10,286,719

 繰延資産  

  開業費 38,673  11,841

  繰延資産合計 38,673  11,841

 資産合計 20,869,862  21,208,312
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(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 3,460,359  3,283,698

  短期借入金 1,530,400  2,114,800

  １年内返済予定の長期借入金 462,591  463,439

  リース債務 27,114  20,642

  未払法人税等 37,424  21,373

  賞与引当金 229,640  185,214

  その他 485,428  493,612

  流動負債合計 6,232,959  6,582,781

 固定負債  

  長期借入金 2,718,972  2,552,398

  リース債務 129,851  117,964

  退職給付引当金 1,236,167  1,415,020

  長期未払金 287,107  139,810

  その他 35,924  1,782

  固定負債合計 4,408,024  4,226,975

 負債合計 10,640,983  10,809,756

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,167,399  2,167,399

  資本剰余金 1,696,397  1,696,397

  利益剰余金 6,649,678  6,619,118

  自己株式 △289,941  △289,624

  株主資本合計 10,223,534  10,193,291

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 21,805  208,016

  為替換算調整勘定 △17,243  △4,360

  評価・換算差額等合計 4,562  203,656

 少数株主持分 782  1,607

 純資産合計 10,228,879  10,398,555

負債純資産合計 20,869,862  21,208,312
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(2) 四半期連結損益計算書 

【第２四半期連結累計期間】 

  (単位:千円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,764,238  9,078,781

売上原価 5,944,147  7,580,663

売上総利益 820,090  1,498,117

販売費及び一般管理費 1,191,551  1,313,965

営業利益又は営業損失（△） △371,460  184,152

営業外収益  

 受取利息 13,322  15,587

 受取配当金 21,614  21,975

 受取賃貸料 7,457  8,629

 デリバティブ評価益 6,250  －

 その他 19,240  4,422

 営業外収益合計 67,885  50,615

営業外費用  

 支払利息 50,293  93,712

 支払手数料 38,957  23,383

 貸倒引当金繰入額 2,786  －

 その他 16,145  29,262

 営業外費用合計 108,181  146,359

経常利益又は経常損失（△） △411,757  88,408

特別利益  

 固定資産売却益 23,221  －

 退職給付制度改定益 －  190,907

 その他 －  16,989

 特別利益合計 23,221  207,896

特別損失  

 固定資産売却損 －  26,315

 固定資産除却損 12,040  4,308

 投資有価証券評価損 －  142,087

 事業構造改善費用 250,652  －

 減損損失 －  792

 その他 14,951  62,658

 特別損失合計 277,643  236,163

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

△666,178  60,142

法人税等 △254,296  29,395

少数株主損益調整前四半期純利益 －  30,746

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,505  187

四半期純利益又は四半期純損失（△） △406,376  30,559
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 (4) 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。 

 

 

 
 




