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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 14,237 10.8 282 △8.7 332 43.2 185 ―
24年3月期第3四半期 12,851 △3.8 309 54.7 232 284.6 △1,703 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 276百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △1,926百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 13.82 ―
24年3月期第3四半期 △121.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 18,759 8,481 45.2
24年3月期 19,947 8,299 41.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  8,481百万円 24年3月期  8,299百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） 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、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 18,800 3.3 640 1.5 600 4.0 450 ― 33.58



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 17,514,297 株 24年3月期 17,514,297 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 4,116,585 株 24年3月期 4,112,940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 13,399,687 株 24年3月期3Q 13,974,201 株
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１．当四半期決算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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和や景気対策等への期
待感から株式市場や為替相場に好転の兆しが見られるものの、欧州債務問題の長期化、中国をは
じめとする新興国経済の成長鈍化等、先行き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、国内ではエコカー補助金終了に伴い需要が

低下しました。東南アジアや北米では概ね好調に推移したものの、日中間の領土問題深刻化の影
響により中国市場での需要は減少しました。 
このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は14,237百万

円（前年同四半期比10.8％増）、営業利益は282百万円（前年同四半期比8.7％減）、経常利益は
332百万円（前年同四半期比43.2％増）、四半期純利益は185百万円（前年同四半期は1,703百万
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13,475百万円（前年同四半期比8.1％増）、セグメント利益は236百万円（前年同四

半期比33.7％減）となりました。 
②住宅 
売上高は706百万円（前年同四半期比113.1％増）、セグメント利益は39百万円（前年同四半

期のセグメント損失は28百万円）となりました。 
③その他 
売上高は56百万円（前年同四半期比13.2％増）、セグメント利益は6百万円（前年同四半期

のセグメント損失は18百万円）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３四半期連結会計期間末における総資産は18,759百万円（前連結会計年度末比1,188百万

円減）となりました。 
このうち流動資産は、9,196百万円（前連結会計年度末比1,272百万円減）となりました。これ

は主に受取手形及び売掛金が889百万円、原材料及び貯蔵品が123百万円並びに短期貸付金が215
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、9,524百万円（前連結会計年度末比92百万円増）となりました。これは主に保険

積立金が73百万円減少した一方、建物及び構築物が125百万円、投資有価証券が140百万円それぞ
れ増加したこと等によるものです。 
 
(負債) 
当第３四半期連結会計期間末における負債は10,277百万円（前連結会計年度末比1,370百万円

減）となりました。 
このうち流動負債は7,760百万円（前連結会計年度末比879百万円減）となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が773百万円減少したこと等によるものです。 
固定負債は、2,517百万円（前連結会計年度末比491百万円減）となりました。これは主に長期

借入金が342百万円、長期未払金が129百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 
 

（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は8,481百万円（前連結会計年度末比182百万円

増）となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が87百万円、利益剰余金が91百万円そ
れぞれ増加したこと等によるものです。 
 

 

 



盟和産業株式会社 （7284）平成25年３月期 第３四半期決算短信 
 

― 3 ― 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期通期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表しました業績予想と
変更はありません。 
 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 
当第３四半期連結会計期間を含む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。 
 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
当該変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。  
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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)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 2,599,670  2,584,252

  受取手形及び売掛金 5,676,863  4,787,787

  商品及び製品 802,338  836,268

  原材料及び貯蔵品 575,022  451,373

  販売用不動産 36,200  21,262

  繰延税金資産 279,515  279,515

  その他 499,285  236,137

  貸倒引当金 △574  △477

  流動資産合計 10,468,321  9,196,121

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,810,360  1,935,463

   機械装置及び運搬具（純額） 1,296,994  1,234,207

   工具、器具及び備品（純額） 516,920  548,279

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 273,095  244,522

   建設仮勘定 349,661  330,943

   有形固定資産合計 6,255,482  6,301,865

  無形固定資産 607,889  626,721

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,658,823  1,798,945

   繰延税金資産 473,722  431,832

   長期未収入金 2,785,518  2,738,518

   保険積立金 281,444  207,816

   その他 214,536  218,662

   貸倒引当金 △2,845,423  △2,799,573

   投資その他の資産合計 2,568,623  2,596,201

  固定資産合計 9,431,995  9,524,788

 繰延資産  

  開業費 47,456  38,653

  繰延資産合計 47,456  38,653

 資産合計 19,947,774  18,759,562
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 4,349,302  3,575,819

  短期借入金 2,663,100  2,663,300

  １年内返済予定の長期借入金 684,533  678,629

  リース債務 83,260  94,802

  未払法人税等 21,793  141,664

  賞与引当金 195,851  102,531

  役員賞与引当金 4,617  －

  その他 637,177  503,712

  流動負債合計 8,639,636  7,760,460

 固定負債  

  長期借入金 1,050,266  708,000

  リース債務 377,376  341,718

  退職給付引当金 1,315,337  1,329,662

  長期未払金 227,916  98,075

  その他 38,144  40,012

  固定負債合計 3,009,042  2,517,470

 負債合計 11,648,678  10,277,930

（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 5,109,525  5,200,913

  自己株式 △627,764  △628,391

  株主資本合計 8,345,557  8,436,319

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 14,981  102,656

  為替換算調整勘定 △61,443  △57,344

  その他の包括利益累計額合計 △46,461  45,312

 純資産合計 8,299,095  8,481,632

負債純資産合計 19,947,774  18,759,562
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

【第３四半期連結累計期間】 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 12,851,856  14,237,810

売上原価 10,604,764  11,924,376

売上総利益 2,247,092  2,313,434

販売費及び一般管理費 1,937,116  2,030,438

営業利益 309,975  282,995

営業外収益  

 受取利息 12,166  5,188

 受取配当金 31,039  36,732

 受取賃貸料 11,945  11,185

 貸倒引当金戻入額 105  45,948

 その他 12,573  32,878

 営業外収益合計 67,830  131,933

営業外費用  

 支払利息 54,483  46,945

 支払手数料 31,542  14,608

 その他 59,745  21,085

 営業外費用合計 145,771  82,639

経常利益 232,034  332,289

特別利益  

 固定資産売却益 2,205  11,432

 特別利益合計 2,205  11,432

特別損失  

 固定資産売却損 3,088  －

 固定資産除却損 16,124  14,513

 投資有価証券評価損 52,167  1,840

 リファイナンス費用 116,558  －

 貸倒引当金繰入額 1,384,513  －

 災害による損失 284,365  －

 減損損失 614  382

 その他 11,142  －

 特別損失合計 1,868,572  16,736

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（△） 

△1,634,332  326,985

法人税等 68,550  141,793

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,702,883  185,191

少数株主利益 292  －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,703,175  185,191
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四半期連結包括利益計算書 

【第３四半期連結累計期間】 

  (単位:千円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△1,702,883  185,191

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △207,683  87,675

 為替換算調整勘定 △15,923  4,099

 その他の包括利益合計 △223,607  91,774

四半期包括利益 △1,926,490  276,965

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,927,059  276,965

 少数株主に係る四半期包括利益 568  －
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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。 

 

 

 

 




