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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 18,192 6.5 630 164.8 576 ― △1,571 ―
23年3月期 17,077 9.9 238 121.9 18 △55.1 62 ―

（注）包括利益 24年3月期 △1,519百万円 （―％） 23年3月期 △240百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △113.56 ― △17.0 2.9 3.5
23年3月期 3.82 ― 0.6 0.1 1.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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

24年3月期 19,947 8,299 41.6 619.27
23年3月期 20,265 10,151 50.1 624.13

（参考） 自己資本   24年3月期  8,299百万円 23年3月期  10,147百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 191 △459 △289 2,599
23年3月期 2,154 △248 △704 3,147

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 53 ― 0.6
25年3月期(予想) ― 3.00 ― 3.00 6.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 9,100 15.1 190 △16.5 160 △7.2 90 ― 6.50
通期 18,800 3.3 640 1.5 600 4.0 450 ― 32.51



※  注記事項 
(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) 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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期 17,514,297 株 23年3月期 17,514,297 株
② 期末自己株式数 24年3月期 4,112,940 株 23年3月期 1,255,592 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 13,842,006 株 23年3月期 16,311,412 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

19964 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 17,599 5.8 703 205.4 692 897.0 △1,454 ―
23年3月期 16,628 7.7 230 12.3 69 △53.0 138 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △105.08 ―
23年3月期 8.52 ―

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

24年3月期 19,964 8,695 43.6 648.86
23年3月期 20,170 10,442 51.8 642.28

（参考） 自己資本 24年3月期  8,695百万円 23年3月期  10,442百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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。 

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(累計) 8,700 15.2 220 △24.8 210 △17.4 140 ― 10.11
通期 17,600 0.0 610 △13.3 610 △11.9 460 ― 33.23
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

・当期の概況 

当期のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要により持ち直しの傾向にあります。しかし、

欧州債務問題の長期化や歴史的な円高の継続、原油価格の上昇など、景気の先行きについては予

断を許さない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、東日本大震災およびタイ洪水の影響により

大幅な生産調整を余儀なくされました。しかし、生産台数の減少をカバーする各自動車メーカー

の増産やエコカー補助金の復活などの需要喚起政策により、国内の自動車生産は前年度を上回る

状況となっております。 

このような状況のもと、当社グループは、震災影響の克服と挽回生産需要の取り込み、中国を

中心とする海外市場での拡販に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は18,192百万円（前連結会計年度比6.5％増）、営業利益

は630百万円（前連結会計年度比164.8％増）、経常利益は576百万円（前連結会計年度比

2,998.4％増）、当期純損失は1,571百万円（前連結会計年度は当期純利益62百万円）となりまし

た。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①自動車部品 

売上高は17,669百万円、セグメント利益は744百万円となりました。 

②住宅 

売上高は458百万円、セグメント損失は89百万円となりました。 

③その他 

売上高は64百万円、セグメント損失は25百万円となりました。 

 

・次期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、円高の長期化や欧州債務問題、新興国の景気動向など、先

行きに不透明感が残る状況であり、震災復興需要が一段落した国内の自動車生産は減少が見込ま

れます。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、徹底した総原価低減により減産下でも

利益が出るものづくりを目指すとともに、自動車部品・住宅ともに拡販に取り組みます。また、

中国・ASEANを中心とする海外で自動車部品の市場シェア拡大に取り組んでまいります。 

 

平成25年３月期の業績見通しといたしましては、連結売上高18,800百万円、連結営業利益640

百万円、連結経常利益600百万円、連結当期純利益450百万円を見込んでおります。 

なお、上記の業績予想は、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等により大きく異なる可能性があります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は19,947百万円（前連結会計年度末比318百万円減）となり

ました。 

 このうち流動資産は10,468百万円（前連結会計年度末比1,304百万円増）となりました。これ

は主に、前連結会計年度末に比べ、短期貸付金が443百万円減少した一方、受取手形及び売掛金

が2,007百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は、9,431百万円（前連結会計年度末比1,607百万円減）となりました。これは主に、

前連結会計年度末に比べ、リース資産が289百万円増加した一方、繰延税金資産が325百万円減少

し、貸倒引当金が1,382百万円増加したこと等によるものです。 

 

当連結会計年度末における負債合計は、11,648百万円（前連結会計年度末比1,534百万円増）

となりました。 

このうち流動負債は8,639百万円（前連結会計年度末比2,189百万円増）となりました。これは
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主に、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が1,115百万円、短期借入金が620百万円、

１年内返済予定の長期借入金が223百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

固定負債は3,009百万円（前連結会計年度末比655百万円減）となりました。これは主に、前連

結会計年度末に比べ、リース債務が237百万円増加した一方、長期借入金が906百万円減少したこ

と等によるものです。 

 

当連結会計年度末における純資産は、8,299百万円（前連結会計年度末比1,852百万円減）とな

りました。これは主に、利益剰余金が1,571百万円減少し、自己株式が328百万円増加したこと等

によるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,599百万円（前連結会計年度比17.4％

減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、191百万円の収入（前連結会計年度比91.1％減）と

なりました。これは主に売上債権の増加が2,007百万円あった一方、仕入債務の増加が1,120百

万円、償却費が774百万円及び災害損失が284百万円あったこと等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、459百万円の支出（前連結会計年度は248百万円の支

出）となりました。これは主に短期貸付金の回収による収入が443百万円あった一方、有形固

定資産の取得による支出が822百万円あったこと等によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、289百万円の支出（前連結会計年度は704百万円の支

出）となりました。これは主に短期借入金が620百万円増加した一方、長期借入金の減少が682

百万円及び自己株式の取得による支出が328百万円あったこと等によるものです。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 51.0 50.4 49.0 50.1 41.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
16.6 10.7 11.7 9.3 16.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.0 2.2 5.2 2.2 25.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12.9 26.6 9.2 19.2 1.3

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 ※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 ※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 ※ キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

 ※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

   しています。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、企業基盤強化のために必要な内部留保を確保しながら、安定的な配当の継続を基本

に、業績および配当性向等を総合的に勘案して配当を決定しております。 

 当期は特別損失の計上により当期純損失となりましたが、事業収益で安定的に配当できる目

途が立ったことから復配し、一株につき４円の配当を株主総会に付議する予定です。 

 次期の配当予想につきましては、一株当たり年間６円とさせていただく予定であります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び子会社２社で構成されております。子会社２社はいずれも中国にあり、

主として自動車用部材を製造・販売しております。 

 

当社の関係会社は以下のとおりであります。 

（連結子会社） 

名称 住所 出資金（千円） 
主要な事業 

の内容 
出資比率(%) 関係内容 

盟和（大連）汽車配

件有限公司 

中華人民共和国

遼寧省大連市 

704,100

(53,408,490人民元）

自動車内装部品の製

造・販売 
100.00 

役員２名兼任 

運転資金・設備資

金借入の債務保証

盟和（佛山）汽車配

件有限公司 

中華人民共和国

広東省佛山市 

500,000

(36,739,200人民元）

自動車内装部品の製

造・販売 
100.00 役員２名兼任 
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３．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは設立以来、自動車内装部品を中心として、「より良いもの」、「喜んでいただけ

るもの」を、「より安く」、そして「より早く」提供することにより社会に貢献することを基本理

念として事業展開を行なってまいりました。 

当社グループの企業理念では、「法令順守に基づく企業活動、環境にやさしい製品づくり、技術

革新による顧客満足度向上に努め、株主、取引先、地域社会等会社をとりまくさまざまな関係者と

の良好なコミュニケーションを実践する。」としております。 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「樹脂加工・配合のスペシャリストとして、グローバル市場で存在感のある内

装部品サプライヤーを目指す」との基本方針のもと下記の３項目を取り組み施策として掲げており

ます。 

 ・会社の「しくみ」の変革による効率的で活力あふれた経営体制確立           

 ・商品力向上、 適なグローバル事業展開による収益力向上                

 ・樹脂加工・配合技術の活用による新事業領域開拓                    

 

 また、平成26年３月期を 終年度とする「中期経営計画」では、以下の取り組みを進めておりま

す。 

 ・国内自動車市場の縮小に対して徹底した総原価低減で収益力を強化する 

 ・新製品・新技術開発を加速してシェアの維持・拡大を図る 

 ・グローバル展開を進め中国・ASEAN等拡大する海外自動車需要を捕捉する 

 ・住設機器等の新しいビジネス分野を強化する  

 

（3）会社の対処すべき課題 

  ① 徹底した総原価低減 

 国内自動車市場は、震災からの復興需要や挽回生産が一巡、円高や新興国需要による海外生産シ

フトが進むため、今後縮小が見込まれます。 

減産下でも利益を上げられるように、原材料費の低減、生産工程の効率化、間接コストの低減な

ど徹底した総原価低減により、損益分岐点の引き下げを図ります。 

 

  ② 自動車部品の拡販と新製品・新技術開発 

 国内自動車生産の減少が見込まれる中、積極的な拡販活動に取り組むとともに、受注の拡大に向

けて新製品・新技術開発を加速させます。価格の低減と性能・品質のレベルアップを両立させ、環

境対応に優れた超軽量・高剛性の新製品・新技術開発を進めます。 

 

  ③ グローバル化の推進 

 自動車生産台数世界一となった中国で、大連・佛山の子会社の生産能力を増強して受注対応力強

化を図ります。中国現地自動車メーカーへの拡販を進め、当社グループにおける業績寄与を高めま

す。 

 また、タイに新たに設立した販売子会社を足がかりとして、ASEAN地域の旺盛な自動車需要を捕捉

してまいります。 

 

  ④ 住宅事業の強化 

 住宅事業では、樹脂加工技術を応用した住設機器等の新分野の商品開発を加速してまいります。

この事業を自動車部品とならぶ当社事業の二本目の柱として位置付け、強化してまいります。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,147,046  2,599,670

  受取手形及び売掛金 3,669,075 ※6 5,676,863

  商品及び製品 808,576  802,338

  原材料及び貯蔵品 441,621  575,022

  販売用不動産 72,084  36,200

  繰延税金資産 143,029  279,515

  短期貸付金 658,000  215,000

  その他 225,001  284,285

  貸倒引当金 △794  △574

  流動資産合計 9,163,641  10,468,321

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 3,657,539  3,684,770

    減価償却累計額 ※1 △1,776,184 ※1 △1,874,409

    建物及び構築物（純額） ※4 1,881,355 ※4 1,810,360

   機械装置及び運搬具 7,592,223  7,560,200

    減価償却累計額 ※1 △6,247,844 ※1 △6,263,206

    機械装置及び運搬具（純額） 1,344,379  1,296,994

   工具、器具及び備品 4,805,259  4,765,270

    減価償却累計額 ※1 △4,147,599 ※1 △4,248,350

    工具、器具及び備品（純額） 657,659  516,920

   土地 ※4 2,008,450 ※4 2,008,450

   リース資産 182,121  364,559

    減価償却累計額 △62,235  △91,464

    リース資産（純額） 119,885  273,095

   建設仮勘定 230,378  349,661

   有形固定資産合計 6,242,108  6,255,482

  無形固定資産 419,964  607,889

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,660,648  1,658,823

   繰延税金資産 799,604  473,722

   長期未収入金 2,809,518  2,785,518

   保険積立金 281,444  281,444

   その他 289,510  214,536

   貸倒引当金 △1,462,910  △2,845,423

   投資その他の資産合計 4,377,815  2,568,623

  固定資産合計 11,039,889  9,431,995

 繰延資産  

  開業費 62,374  47,456

  繰延資産合計 62,374  47,456

 資産合計 20,265,905  19,947,774
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 3,233,548  4,349,302

  短期借入金 ※2※5 2,042,900 ※2※5 2,663,100

  １年内返済予定の長期借入金 ※3※4※5 461,145 ※3※4※5 684,533

  リース債務 33,829  83,260

  未払法人税等 22,788  21,793

  賞与引当金 211,584  195,851

  役員賞与引当金 －  4,617

  その他 444,349  637,177

  流動負債合計 6,450,146  8,639,636

 固定負債  

  長期借入金 ※3※4※5 1,956,387 ※3※4※5 1,050,266

  リース債務 140,093  377,376

  退職給付引当金 1,268,913  1,315,337

  長期未払金 263,197  227,916

  繰延税金負債 －  2,402

  その他 35,924  35,741

  固定負債合計 3,664,515  3,009,042

 負債合計 10,114,662  11,648,678

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 6,681,469  5,109,525

  自己株式 △299,152  △627,764

  株主資本合計 10,246,113  8,345,557

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △21,060  14,981

  為替換算調整勘定 △77,451  △61,443

  その他の包括利益累計額合計 △98,512  △46,461

 少数株主持分 3,642  －

 純資産合計 10,151,243  8,299,095

負債純資産合計 20,265,905  19,947,774

 



盟和産業株式会社 （7284）平成24年３月期決算短信 
 

― 9 ― 

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 17,077,600  18,192,532

売上原価 ※2 14,292,364 ※2 14,933,015

売上総利益 2,785,235  3,259,517

販売費及び一般管理費 ※1※2 2,547,057 ※1※2 2,628,823

営業利益 238,178  630,694

営業外収益  

 受取利息 27,400  15,399

 受取配当金 36,142  32,479

 受取賃貸料 17,194  15,674

 その他 10,517  26,097

 営業外収益合計 91,255  89,650

営業外費用  

 支払利息 183,043  71,797

 支払手数料 59,997  35,903

 為替差損 35,398  －

 その他 32,378  35,853

 営業外費用合計 310,818  143,555

経常利益 18,615  576,789

特別利益  

 固定資産売却益 1,647  2,232

 投資有価証券売却益 210,600  －

 退職給付制度改定益 190,907  －

 貸倒引当金戻入額 141,034  －

 補助金収入 9,821  9,204

 特別利益合計 554,010  11,437

特別損失  

 固定資産売却損 26,722  3,088

 固定資産除却損 6,325  26,746

 投資有価証券評価損 142,087  52,167

 貸倒引当金繰入額 －  1,380,759

 リファイナンス費用 －  116,558

 災害による損失 ※3 108,793 ※3 284,365

 減損損失 ※4 28,330 ※4 43,103

 その他 83,633  67,775

 特別損失合計 395,893  1,974,563

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

176,733  △1,386,337

法人税、住民税及び事業税 12,082  14,381

法人税等調整額 103,069  170,932

法人税等合計 115,151  185,314

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

61,582  △1,571,651

少数株主利益又は少数株主損失（△） △767  292

当期純利益又は当期純損失（△） 62,350  △1,571,943
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連結包括利益計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

61,582  △1,571,651

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △229,077  36,042

 為替換算調整勘定 △73,392  16,285

 その他の包括利益合計 △302,469 ※1※2 52,327

包括利益 △240,887  △1,519,324

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △239,818  △1,519,893

 少数株主に係る包括利益 △1,068  568
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 2,167,399  2,167,399

  当期末残高 2,167,399  2,167,399

 資本剰余金  

  当期首残高 1,696,397  1,696,397

  当期末残高 1,696,397  1,696,397

 利益剰余金  

  当期首残高 6,619,118  6,681,469

  当期変動額  

   当期純利益又は当期純損失（△） 62,350  △1,571,943

   当期変動額合計 62,350  △1,571,943

  当期末残高 6,681,469  5,109,525

 自己株式  

  当期首残高 △289,624  △299,152

  当期変動額  

   自己株式の取得 △9,527  △328,612

   当期変動額合計 △9,527  △328,612

  当期末残高 △299,152  △627,764

 株主資本合計  

  当期首残高 10,193,291  10,246,113

  当期変動額  

   当期純利益又は当期純損失（△） 62,350  △1,571,943

   自己株式の取得 △9,527  △328,612

   当期変動額合計 52,822  △1,900,556

  当期末残高 10,246,113  8,345,557

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 208,016  △21,060

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △229,077  36,042

   当期変動額合計 △229,077  36,042

  当期末残高 △21,060  14,981

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △4,360  △77,451

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,091  16,008

   当期変動額合計 △73,091  16,008

  当期末残高 △77,451  △61,443

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 203,656  △98,512

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302,168  52,050

   当期変動額合計 △302,168  52,050

  当期末残高 △98,512  △46,461

少数株主持分  
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

 当期首残高 1,607  3,642

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,034  △3,642

  当期変動額合計 2,034  △3,642

 当期末残高 3,642  －

純資産合計  

 当期首残高 10,398,555  10,151,243

 当期変動額  

  当期純利益又は当期純損失（△） 62,350  △1,571,943

  自己株式の取得 △9,527  △328,612

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △300,134  48,408

  当期変動額合計 △247,312  △1,852,147

 当期末残高 10,151,243  8,299,095
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

176,733  △1,386,337

 減価償却費 865,478  753,548

 減損損失 28,330  43,103

 のれん償却額 8,564  9,037

 繰延資産償却額 －  11,840

 賞与引当金の増減額（△は減少） 26,370  △15,733

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） －  4,617

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △146,106  46,423

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △141,034  1,382,292

 受取利息及び受取配当金 △63,543  △47,878

 受取賃貸料 △17,194  △15,674

 支払利息 183,043  71,797

 営業外支払手数料 59,997  35,903

 為替差損益（△は益） 2,585  △13,854

 投資有価証券売却損益（△は益） △210,600  －

 投資有価証券評価損益（△は益） 142,087  52,167

 固定資産売却損益（△は益） 25,075  855

 固定資産除却損 6,325  26,746

 リファイナンス費用 －  116,558

 災害損失 108,793  284,365

 売上債権の増減額（△は増加） 645,404  △2,007,929

 仕入債務の増減額（△は減少） △38,796  1,120,397

 たな卸資産の増減額（△は増加） △317,496  △127,200

 販売用不動産等の増減額（△は増加） 469,378  35,884

 前渡金の増減額（△は増加） 3  588

 前受金の増減額（△は減少） △18,312  △1,243

 未払消費税等の増減額（△は減少） 1,740  30,312

 その他 456,095  △130,725

 小計 2,252,924  279,862

 利息及び配当金の受取額 71,189  47,058

 利息の支払額 △112,253  △141,842

 法人税等の還付額 4,449  3,390

 法人税等の支払額 △12,151  △16,214

 補助金収入の受取額 22,185  19,025

 事業構造改善費用の支払額 △72,074  －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,154,268  191,279

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △1,400,128  △822,030

 有形固定資産の売却による収入 436,525  35,735

 無形固定資産の取得による支出 △235,394  △86,200

 投資有価証券の取得による支出 △11,811  △12,336

 投資有価証券の売却による収入 404,623  －

 短期貸付金の増減額（△は増加） 560,000  443,000

 長期貸付けによる支出 －  △15,000

 子会社出資金の取得による支出 △3,200  △9,661
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  (単位：千円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

 その他 770  6,712

 投資活動によるキャッシュ・フロー △248,616  △459,781

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） △60,000  620,000

 長期借入れによる収入 1,000,000  2,360,000

 長期借入金の返済による支出 △1,591,567  △3,042,886

 割賦債務の返済による支出 △15,703  △35,636

 自己株式の取得による支出 △9,527  △328,612

 配当金の支払額 △947  △473

 リース債務の返済による支出 △26,414  △37,021

 セール・アンド・リースバックによる収入 －  174,741

 財務活動によるキャッシュ・フロー △704,160  △289,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,749  11,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,166,741  △547,375

現金及び現金同等物の期首残高 1,980,304  3,147,046

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,147,046 ※1 2,599,670
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

＜連結の範囲に関する事項＞ 

① 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

盟和（大連）汽車配件有限公司 

盟和（佛山）汽車配件有限公司 

 

② 非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD． 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

 

＜持分法の適用に関する事項＞ 

① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び会社の名称 

 持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。 

 

② 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等 

  主要な会社等の名称 

 MEIWA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD． 

  持分法を適用しない理由 

 持分法を適用しない非連結子会社は、小規模会社であり、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため持分法を適用しておりません。 

 

＜連結子会社の決算日等に関する事項＞ 

 連結子会社のうち盟和（大連）汽車配件有限公司及び盟和（佛山）汽車配件有限公司の決算日は、

12月31日であります。連結財務諸表を作成するに当たっては決算日の財務諸表を使用しておりま

す。連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

＜会計処理基準に関する事項＞ 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 
イ）有価証券 
 その他有価証券 
 時価のあるもの 
 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は 、全部純資産直入法により処理
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し、売却原価は、移動平均法により算定） 
 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法 
 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入
手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

 
ロ）デリバティブ 
 時価法を採用しております。 
 
ハ）たな卸資産 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産 
 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
ａ  製品、半製品、原材料 
  移動平均法 
b  貯蔵品 
  終仕入原価法 
c  販売用不動産 
  個別法 

 
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ）有形固定資産（リース資産を除く） 
 定率法(ただし、工具器具及び備品のうち金型・治工具等及び平成10年４月１日以降取得した
建物(建物附属設備は除く)については定額法)によっております。 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 
 
建物及び構築物 ２年～40年 
機械装置及び運搬具 ２年～10年 
工具器具及び備品 ２年～20年 

 
ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 
 定額法によっております。 
 また、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。 

 
ハ）リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。 
 なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額
とし、それ以外のものは零としております。 

 

③ 重要な繰延資産の処理方法 
 一部の連結子会社において、開業費を繰延資産に計上しております。開業後、効果の発現す
る期間（５年）にわたり、定額償却しております。 

 

④ 重要な引当金の計上基準 
イ）貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 
 
ロ）賞与引当金 
 従業員及び使用人兼務役員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上しております。 
 
 



盟和産業株式会社 （7284）平成24年３月期決算短信 
 

― 17 ― 

ハ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しております。 
 また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５
年）による定率法により、それぞれ発生の連結会計年度から費用処理しております。 

 

⑤ 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨
建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 
 在外子会社等の資産及び負債は当該子会社の、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調
整勘定に含めております。 

 

⑥ のれんの償却方法及び償却期間 
 のれんは、５年間で均等償却しております。 

 
⑦ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
 現金及び現金同等物には、手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来
する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない短期的な投資を計上しております。 

 

⑧ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
消費税等の会計処理方法 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（7）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)

を適用しております。 

 

（法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われるこ

ととなりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.63％から、

平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が

見込まれる一時差異等については37.96％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異等については35.58％となります。 

この税率変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した

金額）は81,696千円減少し、法人税等調整額は81,180千円増加しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

 

※2 コミットメントライン契約 

 当社は、機動的な財務戦略をとり、効率的かつ安定的な資金調達を行うため、平成22年10月29日取
引銀行7行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約30億円の特定融資枠契約を締結し
ております。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

特定融資枠契約の総額 3,000,000千円 3,000,000千円

当連結会計年度末残高 1,020,000千円 2,040,000千円

当連結会計年度末未使用残高 1,980,000千円 960,000千円

 

※3 コミット型シンジケートローン契約 

 当社は、財務基盤強化やグローバル化実現の資金調達として、主要取引金融機関とコミット型シン
ジケートローン契約の特定融資を締結しております。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

特定融資契約の総額 3,050,000千円 2,360,000千円

当連結会計年度末残高 1,358,294千円 1,699,200千円

 

※4  担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

土地 1,861,690千円 1,861,690千円

建物 995,690千円 962,994千円

合計 2,857,380千円 2,824,684千円

 

 担保権によって担保されている債務は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

１年内返済予定の長期借入金 437,450千円 660,800千円

長期借入金 1,920,844千円 1,038,400千円

合計 2,358,294千円 1,699,200千円

  

※5 財務制限条項 

(1) 当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミットメントライン契約（契約日：平成22
年10月29日、組成金額：3,000,000千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し
た場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 
 ①各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年３
月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末
日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いず
れか高いほうの金額以上に維持すること。 
 ②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年３月
期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日に
おける連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いずれか高
いほうの金額以上に維持すること。 
 ③各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。 
 ④平成24年３月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債（コマ
－シャルペ－パ－、短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借
入金、社債をいう。）の合計残高に、当該事業年度末日におけるコミットメントライン契約の未使用
コミット金額の合計額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の
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貸借対照表に記載される長期有利子負債（一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、
長期借入金、社債をいう。）の合計残高を23.6億円未満とすること。 
 
(2) 当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミット型シンジケートローン契約（契約
日：平成23年３月31日、組成金額：2,360,000千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条
項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 
 ①各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年
３月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年
度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、
いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 
 ②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年３
月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末
日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうち、いず
れか高いほうの金額以上に維持すること。 
 ③各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を２期連続して損失しないこ
と。 
 ④各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を２期連続して損失としないこ
と。 
 ⑤平成24年３月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合
計残高に、当該事業年度末日における本件コミットメントライン契約の未使用コミット金額の合計
額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の貸借対照表に記載
される長期有利子負債の合計残高を23.6億円未満とすること。 

 

※6 満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 
 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含
まれております。 

 

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

受取手形 － 177,938千円
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（連結損益計算書関係） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

給与手当 405,552千円 418,518千円

賞与引当金繰入額 47,126千円 43,225千円

退職給付費用 32,321千円 33,803千円

支払運賃 1,019,833千円 1,093,213千円

荷造包装費 142,731千円 128,145千円

支払手数料 141,542千円 139,675千円

のれん償却額 8,564千円 9,037千円

 

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

研究開発費 93,548千円 96,692千円

合 計 93,548千円 96,692千円

 

※3 災害による損失の内訳は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

生産休止にともなう固定費 107,793千円 284,365千円

その他 1,000千円 －

合 計 108,793千円 284,365千円

 

※4 減損損失の内訳は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

建物及び構築物 － 1,321千円

機械装置及び運搬具 27,960千円 23,190千円

工具器具及び備品 369千円 3,173千円

処分見込費用 － 15,417千円

合 計 28,330千円 43,103千円
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（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

※1  その他の包括利益に係る組替調整額 

その他有価証券評価差額金 

当期発生額 56,908千円

組替調整額 －千円 56,908千円

為替換算調整勘定 

当期発生額 16,285千円

組替調整額 －千円 16,285千円

税効果調整前合計 73,193千円

税効果額 △20,866千円

その他の包括利益合計 52,327千円

 

※2  その他の包括利益に係る税効果額 

 税効果調整前 税効果額 税効果調整後 

その他有価証券評価差額金 56,908千円 △20,866千円 36,042千円

為替換算調整勘定 16,285千円 －千円 16,285千円

その他の包括利益合計 73,193千円 △20,866千円 52,327千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首

（千株） 
増加 

（千株） 
減少 

（千株） 
当連結会計年度末 

（千株） 

 普通株式 17,514 － － 17,514

         

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首

（千株） 
増加 

（千株） 

減少 

（千株） 

当連結会計年度末 

（千株） 

 普通株式 1,176 79 － 1,255
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による取得による増加 76千株 

 単元末満株式の買取りによる増加   3千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首

(千株) 
増加 

(千株) 

減少 

(千株) 

当連結会計年度末 

(千株) 

 普通株式 17,514 － － 17,514
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首

（千株） 
増加 

（千株） 

減少 

（千株） 

当連結会計年度末 

（千株） 

 普通株式 1,255 2,857 － 4,112
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による取得による増加 2,854千株 

 単元末満株式の買取りによる増加    3千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成24年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 53,605 4 平成24年３月31日 平成24年６月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

現金及び預金勘定 3,147,046千円 2,599,670千円

現金及び現金同等物 3,147,046千円 2,599,670千円
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

  当社は、自動車部品の生産・販売、住宅関連資材の生産・販売および不動産販売を行っておりま

す。本社に本部を置き、経営組織と生産販売体制を基礎として、取り扱う製品・サービスについて

グループ戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

  従って、当社は、製品・サービス別セグメントから構成されており、「自動車部品」、「住宅」

及びそのいずれにも属さない「その他」の３つを報告セグメントとしております。各報告セグメン

ト毎の主な製品は、以下のとおりであります。 

 （各区分の主な製品） 

 (1) 自動車部品……フロア内装品、トランク内装品等の自動車内装部品 

 (2) 住宅……………住宅関連資材および販売用不動産 

 (3) その他…………発泡プラスチック成形品等 

  当連結会計年度から、「包装製品」報告セグメントについては、重要性がなくなったため、「そ

の他」報告セグメントに変更しております。 

  なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作

成したもので開示しております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と概ね同一であります。 

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

＜変更後の区分方法により作成した前連結会計年度の情報を記載＞ 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車部品 住宅 その他 計 
合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 16,096,284 917,183 64,131 17,077,600 17,077,600

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － －

計 16,096,284 917,183 64,131 17,077,600 17,077,600

セグメント利益又は損失（△） 280,266 △20,955 △20,330 238,979 238,979

セグメント資産 11,831,900 2,394,159 77,277 14,303,337 14,303,337

その他の項目  

  減価償却費 841,507 10,324 2,148 853,980 853,980

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

1,694,238 2,685 3,807 1,700,731 1,700,731

(注)  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車部品 住宅 その他 計 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 17,669,338 458,220 64,974 18,192,532 18,192,532

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － －

計 17,669,338 458,220 64,974 18,192,532 18,192,532

セグメント利益又は損失（△） 744,754 △89,022 △25,037 630,694 630,694

セグメント資産 14,022,286 753,376 67,271 14,842,934 14,842,934

その他の項目  

  減価償却費 741,541 1,423 3,278 746,243 746,243

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

1,001,675 － 28 1,001,703 1,001,703

(注)  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す

る事項） 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 14,303,337 14,842,934

全社資産（注） 5,962,568 5,104,839

連結財務諸表の資産合計 20,265,905 19,947,774

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社共通の余資運転資金及び投資有価証券等であります。 

 

（単位：千円） 

報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度 

当連結 
会計年度 

減価償却費 853,980 746,243 11,498 7,304 865,478 753,548

(注) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社共通のものであります。 
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

    本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。 

 

(2) 有形固定資産 

（単位：千円） 

日本 中国 合計 

5,224,502 1,017,606 6,242,108

 

３  主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

トヨタ紡織株式会社 4,268,296 自動車部品 

林テレンプ株式会社 1,649,457 自動車部品 

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。 

(2) 有形固定資産 

（単位：千円） 

日本 中国 合計 

5,199,054 1,056,428 6,255,482
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３  主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

トヨタ紡織株式会社 4,275,136 自動車部品 

林テレンプ株式会社 2,322,447 自動車部品 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車部品 住宅 その他 計 
全社・消去 合計 

減損損失 792 － 27,537 28,330 － 28,330

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

自動車部品 住宅 その他 計 

全社・消去 合計 

減損損失 40,041 3,025 － 43,066 36 43,103

 
 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車部品 住宅 その他 計 
全社・消去 合計 

当期償却額 7,763 － － 7,763 801 8,564

当期末残高 26,091 － － 26,091 － 26,091

 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

自動車部品 住宅 その他 計 

全社・消去 合計 

当期償却額 9,037 － － 9,037 － 9,037

当期末残高 19,843 － － 19,843 － 19,843

 

 



盟和産業株式会社 （7284）平成24年３月期決算短信 
 

― 31 ― 

（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 624円13銭 619円27銭 

１株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額（△） 

3円82銭 △113円56銭 

(注) １ 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額で 

     あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後 

     １株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額（△） 

  

当期純利益又は当期純損失（△）    (千円) 62,350 △1,571,943 

普通株主に帰属しない金額       (千円) － － 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）         (千円)

62,350 △1,571,943 

普通株式の期中平均株式数(株) 16,311,412 13,842,006 

   

   ３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

連結貸借対照表純資産の部の合計額    (千円) 10,151,243 8,299,095 

純資産の部の合計額から控除する金額   (千円) 3,642 － 

(うち少数株主持分)           (千円) (3,642) (－)

普通株式に係る期末の純資産額      (千円) 10,147,600 8,299,095 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数(株) 

16,258,705 13,401,357 
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(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

 

(開示の省略） 

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効

果会計、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者情報、企業結合等に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．その他 

（1）役員の異動 

 ① 代表取締役の異動（平成24年６月27日付） 

  ○ 退任予定代表取締役 

     代表取締役 取締役会長   伊野 克己 

 

 ② その他の役員の異動（平成24年６月27日付） 

  ○ 新任取締役候補 

     該当事項はありません。 

 

  ○ 昇任取締役候補 

     該当事項はありません。 

 

 ○ 退任予定取締役 

     代表取締役 取締役会長   伊野 克己    相談役に就任予定 

     取締役相談役        永島  護    顧問に就任予定 

 

  ○ 新任監査役候補 

     該当事項はありません。 

 

○ 退任予定監査役 

     該当事項はありません。 

 
 




