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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,981 △43.9 △353 ― △364 ― △228 ―

21年3月期第1四半期 5,314 ― 77 ― 75 ― 30 ―

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

22年3月期第1四半期 △13.97 ―

21年3月期第1四半期 1.82 ―

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

22年3月期第1四半期 23,085 11,939 51.7 730.15
21年3月期 23,742 11,967 50.4 731.70

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,932百万円 21年3月期  11,958百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）現時点では、22年３月期配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

7,200 △31.8 △80 ― △130 ― △280 ― △16.97

通期 15,500 △16.5 110 ― 10 ― △270 ― △16.36
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する注記は、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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 2.平成22年３月期の配当予想につきましては、未定とさせていただいております。開示が可能となった時点で、速やかに開示する予定です。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 17,514,297株 21年3月期  17,514,297株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,171,686株 21年3月期  1,170,690株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,342,923株 21年3月期第1四半期 16,547,599株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡、景気刺激策による押し上
げ効果等により、回復の兆しが見られるものの、輸出や設備投資が大幅に減少し、所得環境の悪
化、雇用環境の先行き不安等により、景気の先行きは依然として厳しい状況にあります。 
このような状況の中で当社グループは、前期より実施の緊急収益対策の一層の強化による黒字
体質の確立、持続的な成長に向けたグローバル戦略の推進等に取り組んでまいりました。 
 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、自動車各社の大幅な減産の影響を受け、連
結売上高は2,981百万円（前年同期比43.9％減）、連結営業損失は353百万円（前年同四半期は連
結営業利益77百万円）、連結経常損失は364百万円（前年同四半期は連結経常利益75百万円）、連
結四半期純損失は228百万円（前年同四半期は連結四半期純利益30百万円）となりました。 
 なお、セグメント別の状況につきましては、自動車部品事業では、売上高は2,840百万円（前年
同期比42.0％減）、営業損失は342百万円（前年同四半期は営業利益20百万円）となりました。住
宅事業では、売上高は130百万円（前年同期比65.5％減）、営業損失は4百万円（前年同四半期は
営業利益64百万円）となりました。包装製品事業では、売上高は10百万円（前年同期比75.5％
減）、営業損失は5百万円（前年同四半期は営業損失6百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   （資産） 
 流動資産は、13,234百万円（前連結会計年度末比744百万円減）となりました。これは主に、
繰延税金資産が139百万円増加し、現金及び預金が1,001百万円減少したこと等によるものです。 
 固定資産は、9,839百万円（前連結会計年度末比87百万円増）となりました。これは主に、投
資有価証券が330百万円、機械装置及び運搬具が167百万円それぞれ増加し、建設仮勘定が347百
万円減少したこと等によるものです。 
この結果、総資産は23,085百万円（前連結会計年度末比657百万円減）となりました。 

（負債） 
流動負債は、7,270百万円（前連結会計年度末比516百万円減）となりました。これは主に、支
払手形及び買掛金が554百万円減少したこと等によるものです。 
固定負債は、3,875百万円（前連結会計年度末比111百万円減）となりました。これは主に、長
期未払金が51百万円、長期借入金が57百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 
この結果、負債合計は、11,146百万円（前連結会計年度末比628百万円減）となりました。 
 

（純資産） 
純資産は11,939百万円（前連結会計年度末比28百万円減）となりました。これは主に、その他
有価証券評価差額金が191百万円増加し、利益剰余金が228百万円減少したこと等によるものです。 
 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成21年５月12日公
表の予想数値から変更しておりません。 
 

 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
該当事項はありません。 
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(2) 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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四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 
 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純
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、税金等調整前四半期純利益に
当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
 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。 
 

(3) 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 
該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
(単位：千円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  3,222,794  4,224,376 

  受取手形及び売掛金  3,061,607  3,092,546 

  商品及び製品  563,263  599,880 

  仕掛品  －  961 

  未成工事支出金  －  10,117 

  原材料及び貯蔵品  265,259  263,865 

  販売用不動産  844,857  872,839 

  不動産事業出資金  4,563,925  4,604,775 

  繰延税金資産  261,004  121,035 

  その他  454,057  193,249 

  貸倒引当金  △1,822  △4,324 

  流動資産合計  13,234,946  13,979,324 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  1,407,111  1,423,170 

   機械装置及び運搬具（純額）  1,483,379  1,315,884 

   工具、器具及び備品（純額）  664,751  560,663 

   土地  2,012,533  2,012,533 

   リース資産（純額）  150,130  155,450 

   建設仮勘定  440,241  788,099 

   有形固定資産合計  6,158,147  6,255,802 

  無形固定資産  166,716  181,710 

  投資その他の資産     

   投資有価証券  2,418,824  2,088,232 

   繰延税金資産  634,151  765,365 

   役員に対する保険積立金  281,950  281,950 

   その他  233,534  229,821 

   貸倒引当金  △53,330  △50,411 

   投資その他の資産合計  3,515,130  3,314,959 

  固定資産合計  9,839,994  9,752,472 

 繰延資産     

  社債発行費  10,316  11,020 

  繰延資産合計  10,316  11,020 

 資産合計  23,085,257  23,742,816 

- 5 -



盟和産業株式会社 （7284）平成22年3月期 第1四半期決算短信 

 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  2,062,826  2,617,668 

  短期借入金  3,893,800  3,856,480 

  １年内返済予定の長期借入金  337,724  335,661 

  １年内償還予定の社債  200,000  200,000 

  リース債務  20,230  20,095 

  賞与引当金  108,055  222,728 

  その他  648,192  534,960 

  流動負債合計  7,270,830  7,787,595 

 固定負債     

  社債  600,000  600,000 

  長期借入金  1,445,105  1,502,815 

  リース債務  133,497  138,606 

  退職給付引当金  1,555,188  1,552,389 

  長期未払金  139,810  191,696 

  その他  1,782  1,782 

  固定負債合計  3,875,383  3,987,290 

 負債合計  11,146,213  11,774,885 

（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  8,199,561  8,427,804 

  自己株式  △288,998  △288,853 

  株主資本合計  11,774,360  12,002,747 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  152,459  △39,195 

  繰延ヘッジ損益  △2,781  △2,389 

  為替換算調整勘定  8,540  △2,560 

  評価・換算差額等合計  158,219  △44,144 

 少数株主持分  6,463  9,328 

 純資産合計  11,939,043  11,967,931 

負債純資産合計  23,085,257  23,742,816 
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 
                  (単位:千円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  5,314,550  2,981,396 

売上原価  4,562,535  2,762,941 

売上総利益  752,014  218,455 

販売費及び一般管理費  674,060  572,284 

営業利益又は営業損失（△）  77,954  △353,829 

営業外収益     

 受取利息  4,939  7,074 

 受取配当金  29,500  16,723 

 受取賃貸料  4,295  4,295 

 デリバティブ評価益  5,765  4,895 

 その他  3,739  4,106 

 営業外収益合計  48,240  37,095 

営業外費用     

 支払利息  23,282  25,163 

 支払手数料  22,335  20,134 

 貸倒引当金繰入額  －  364 

 その他  4,870  2,394 

 営業外費用合計  50,487  48,056 

経常利益又は経常損失（△）  75,706  △364,789 

特別損失     

 固定資産除却損  8,040  2,804 

 たな卸資産評価損  5,758  － 

 特別損失合計  13,798  2,804 

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
（△） 

 61,907  △367,594 

法人税等  33,100  △134,774 

少数株主損失（△）  △1,318  △4,577 

四半期純利益又は四半期純損失
（△）  30,125  △228,242 

 

- 7 -



盟和産業株式会社 （7284）平成22年3月期 第1四半期決算短信 

 

(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。 
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