
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年8月8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） 総合管理部長 （氏名） 伊藤 明彦 TEL 046-223-7611
四半期報告書提出予定日 平成25年8月8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 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 4,800 △2.2 35 △72.6 183 7.0 130 13.1
25年3月期第1四半期 4,906 58.1 128 208.9 171 240.0 115 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 433百万円 （647.7％） 25年3月期第1四半期 57百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 9.77 ―
25年3月期第1四半期 8.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 20,078 9,635 48.0
25年3月期 19,417 9,242 47.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  9,635百万円 25年3月期  9,242百万円

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

25年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（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

第2四半期(累計) 9,300 △3.1 190 △25.7 180 △29.5 90 △35.8 6.72
通期 19,000 △0.1 550 30.7 520 △22.5 310 △52.4 23.14



 

※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

新規  ―社  （社名） 、除外  ―社 （社名） 
  
(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 

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 

  
(4) 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) 26年３月期１Ｑ 17,514,297株 25年３月期 17,514,297株
②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 4,118,001株 25年３月期 4,116,903株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 13,396,976株 25年３月期１Ｑ 13,401,171株

 
 
※ 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)連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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、政権交代以降の金融政策等を背景に円高是
正・株価上昇傾向にあり、景況感に改善の動きが見られました。海外においては、米国では緩や
かな回復傾向が続きましたが、中国を中心とする新興国経済の成長鈍化等の懸念材料もあり、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、国内の生産台数は減少傾向にあるものの、
北米及びアジア地域の需要は堅調に推移しました。 
 このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,800百万
円（前年同四半期比2.2％減）、営業利益は35百万円（前年同四半期比72.6％減）、経常利益は1
83百万円（前年同四半期比7.0％増）、四半期純利益は130百万円（前年同四半期比13.1％増）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4,448百万円（前年同四半期比5.7％減）、セグメント利益は1百万円（前年同四半

期比98.8％減）となりました。 
②住宅 
売上高は343百万円（前年同四半期比91.6％増）、セグメント利益は35百万円（前年同四半

期比144.5％増）となりました。 
③その他 
売上高は9百万円（前年同四半期比0.8％減）、セグメント損失は1百万円（前年同四半期の

セグメント損失は0百万円）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は20,078百万円（前連結会計年度末比660百万円

増）となりました。 
このうち流動資産は、9,499百万円（前連結会計年度末比113百万円増）となりました。これは

主に現金及び預金が73百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が163百万円増加したこと等に
よるものです。 
固定資産は、10,532百万円（前連結会計年度末比543百万円増）となりました。これは主に繰

延税金資産が102百万円減少した一方、投資有価証券が312百万円、建設仮勘定が158百万円、関
係会社出資金が139百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 
(負債) 
当第１四半期連結会計期間末における負債は10,442百万円（前連結会計年度末比267百万円

増）となりました。 
このうち流動負債は8,150百万円（前連結会計年度末比325百万円増）となりました。これは主

に賞与引当金が90百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が209百万円、未払金が166百万円そ
れぞれ増加したこと等によるものです。 
固定負債は、2,292百万円（前連結会計年度末比57百万円減）となりました。これは主に退職

給付引当金が37百万円、リース債務が17百万円減少したこと等によるものです。 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は9,635百万円（前連結会計年度末比392百万円

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201百万円、為替換算調整勘定が101
百万円増加したこと等によるものです。 
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(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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きましては、平成25年５月10
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１四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。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 2,620,522  2,546,701

  受取手形及び売掛金 5,006,648  5,169,694

  商品及び製品 871,723  889,467

  原材料及び貯蔵品 452,627  434,214

  販売用不動産 21,262  21,524

  繰延税金資産 198,922  198,922

  その他 215,017  239,933

  貸倒引当金 △501  △515

  流動資産合計 9,386,223  9,499,943

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 1,991,962  2,031,950

   機械装置及び運搬具（純額） 1,316,084  1,330,755

   工具、器具及び備品（純額） 517,576  486,218

   土地 2,008,450  2,008,450

   リース資産（純額） 233,559  226,288

   建設仮勘定 394,353  552,970

   有形固定資産合計 6,461,987  6,636,632

  無形固定資産 647,969  663,344

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,749,673  2,062,419

   繰延税金資産 525,917  422,927

   保険積立金 209,732  211,649

   その他 454,055  593,980

   貸倒引当金 △60,160  △58,090

   投資その他の資産合計 2,879,219  3,232,885

  固定資産合計 9,989,175  10,532,862

 繰延資産  

  開業費 42,563  45,566

  繰延資産合計 42,563  45,566

 資産合計 19,417,962  20,078,372
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 3,712,993  3,922,736

  短期借入金 2,679,100  2,691,400

  １年内返済予定の長期借入金 485,409  479,297

  リース債務 94,846  96,191

  未払法人税等 15,827  39,819

  賞与引当金 193,774  102,994

  役員賞与引当金 2,800  －

  その他 640,819  818,258

  流動負債合計 7,825,569  8,150,698

 固定負債  

  長期借入金 566,400  566,400

  リース債務 318,586  301,006

  退職給付引当金 1,343,387  1,306,346

  長期未払金 80,773  76,759

  その他 40,626  41,552

  固定負債合計 2,349,773  2,292,064

 負債合計 10,175,343  10,442,762

（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 5,666,514  5,757,183

  自己株式 △628,461  △628,694

  株主資本合計 8,901,850  8,992,286

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 254,126  455,360

  為替換算調整勘定 86,641  187,962

  その他の包括利益累計額合計 340,768  643,323

 純資産合計 9,242,619  9,635,609

負債純資産合計 19,417,962  20,078,372
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,906,724  4,800,751

売上原価 4,081,968  4,050,505

売上総利益 824,756  750,245

販売費及び一般管理費 695,856  714,912

営業利益 128,899  35,333

営業外収益  

 受取利息 2,306  2,418

 受取配当金 16,593  19,781

 受取賃貸料 3,728  3,428

 為替差益 44,189  128,301

 その他 8,242  12,493

 営業外収益合計 75,059  166,423

営業外費用  

 支払利息 17,045  12,198

 支払手数料 4,236  1,898

 その他 11,132  4,126

 営業外費用合計 32,414  18,223

経常利益 171,544  183,533

特別損失  

 固定資産除却損 3,950  327

 投資有価証券評価損 1,840  －

 特別損失合計 5,790  327

税金等調整前当期純利益 165,753  183,206

法人税等 50,012  52,344

少数株主損益調整前四半期純利益 115,741  130,861

四半期純利益 115,741  130,861
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四半期連結包括利益計算書 

【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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 115,741  130,861

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △102,350  201,234

 為替換算調整勘定 44,578  101,320

 その他の包括利益合計 △57,772  302,555

四半期包括利益 57,968  433,416

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 57,968  433,416
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(3) 四半期連結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。 

 

 

 

 




