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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 140,506 ― 1,269 ― 772 ― △1,427 ―

20年3月期第2四半期 154,268 4.9 5,210 1.5 5,309 △1.0 2,851 △19.1

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

21年3月期第2四半期 △5.91 ―

20年3月期第2四半期 11.57 11.56

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

21年3月期第2四半期 252,735 100,413 39.7 417.61
20年3月期 310,957 149,330 48.0 617.95

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  100,380百万円 20年3月期  149,330百万円

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  
 

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

20年3月期 ― 6.50 ― 6.50 13.00
21年3月期 ― 6.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.50 13.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 293,000 △9.4 10,800 △32.0 10,200 △36.4 3,800 △53.8 15.81

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） 

（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。  

(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 
 ・平成20年月12日公表の連結業績予想を修正しております。 
  上記の予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、実際の実績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、 
  記載の予想数値とは異なる可能性があります。 
  なお、上記の予想の前提条件等に関する事項については、２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。 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
  針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  257,920,497株 20年3月期  257,920,497株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  17,550,281株 20年3月期  16,266,818株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  241,474,267株 20年3月期第2四半期  246,408,603株
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当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)における経営環境は、国内において
は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安による株式市場の相場下落や急激な円高の
影響、さらには前期から続いている原油・原材料価格の高騰等により、個人消費や民間設備投資に停滞感
が見られ、景気の減速傾向が明らかになりました。 
海外においても、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱に歯止めがかからず、欧米を中

心に景気の減速傾向が顕著となりました。 
当社グループを取り巻く環境は、国内外ともに住宅関連主体の外部環境の悪化や予想を上回る鋼材価格

の上昇など、厳しい状況が続きました。 
このような環境下、当社グループは、第三次３ヵ年計画及び長期経営ビジョン『三和2010ビジョン』の

実現に向けた基盤を確立すべく、非シャッター分野での受注拡大、メンテ・サービスの業容拡充、各種販
売促進活動に注力し、コスト面では、販売価格の見直しや大型物件の採算管理、労働生産性の向上、経営
コストの削減に努め、グループを挙げてこれら諸施策に取り組みました。 
しかしながら、当第２四半期連結累計期間における売上高は、1,405億6百万円(前年同期比8.9%減)とな

りました。国内では、住宅市場低迷の影響によりマンションドアや軽量シャッター等が振るわず減収とな
り、米国でも、住宅市場の予想を超える落ち込みが影響し、ガレージドア、開閉機、車両用ドアが不振で
減収となりました。欧州では、ドイツ、フランス等で住宅関連は落ち込んだものの、産業用ドアが堅調に
推移し増収となりました。 
利益面では、住宅市場低迷による減収の影響を補えず、さらに会計処理方法変更に伴う在外子会社のの

れん償却(30億6千9百万円)の計上もあり、大幅な減益となりました。しかしながら、のれん償却を除け
ば、国内外ともに売価アップとコスト削減に努めたことなどにより、売上原価率が改善され、また、販売
管理費が減少し、利益の減益幅は減収幅と比べ小幅に留まりました。 
  

前連結会計年度末と比較して、総資産が582億2千1百万円、自己資本が489億5千万円それぞれ減少し、
自己資本比率は前連結会計年度より8.3ポイント減少し、39.7%となりました。また、負債は93億3百万円
減少しております。主な内訳として、資産では、のれん、売上債権及び有価証券の減少であり、負債で
は、仕入債務、借入金及び社債の減少であります。 
  
キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少に伴う資金

の回収等により80億4千1百万円の資金増加となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収
による収入がありましたが、主に固定資産の取得による支出などにより49億7千6百万円の資金減少とな
り、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済及び社債の償還による支出などによ
り93億5千2百万円の資金減少となりました。以上の結果、現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計
年度末に比べ、63億2千8百万円減少し、197億2千7百万円となりました。 

  

米国、欧州住宅市場における予想以上の悪化、また国内においてもマンションなど住宅市場等の回復が
遅れており、期初に見込んでおりました売上高を確保するのは難しい状況にあり、グループを挙げた原材
料価格高騰に見合う売価アップ活動及びコスト削減努力の効果を考慮しても、平成20年５月12日に公表い
たしました期初予想を達成することは困難と判断し、業績予想を修正しております。 
なお、当社グループは、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安として利益配分を行うことを基本

方針としておりますが、当期は、のれん償却のほか、在外子会社の事業再構築費用等、当期特有の費用を
計上する予定でありますので、配当金計算においてはこれら費用を除外し、のれん償却を除いた税金相当
額差引き後の連結経常利益の30%を目安に配当を行う予定であります。 
従いまして、当期の配当予想は、１株当たり年間13円(第２四半期末・期末とも6.5円)を変更しており

ません。 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方式 
一部の連結子会社において、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場合に、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棚卸資産の評価方法 
一部の連結子会社において、当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省

略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっておりま
す。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③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出する

方法によっております。 
④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 
一部の連結子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除

項目を重要なものに限定する方法によっております。 
また、一部の連結子会社において、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

以降に経営環境及び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場合に、前連結会計年度に
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。 
⑤税金費用の計算 
一部の連結子会社において、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

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に該当見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま
す。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)を第１四半期連結会

計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ
の方法)に変更しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号

平成18年５月17日)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正として在外子会社の
のれん償却処理を実施しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は

それぞれ30億6千9百万円減少し、税金等調整前四半期純損失においても同額影響を受けております。ま
た、期首の利益剰余金から435億9千万円を減額したことに伴い、利益剰余金が同額減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。 

  

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)

(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

(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
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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：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 18,490 19,688 

受取手形及び売掛金 66,173 77,067 

有価証券 2,002 7,528 

商品 1,802 702 

製品 5,764 6,999 

半製品 27 31 

原材料 12,098 12,296 

仕掛品 25,453 20,138 

その他 8,296 8,886 

貸倒引当金 △1,566 △1,610 

流動資産合計 138,542 151,728 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 17,025 17,347 

土地 22,792 22,755 

その他（純額） 15,029 14,719 

有形固定資産合計 54,846 54,822 

無形固定資産 

のれん 1,305 48,518 

その他 12,618 12,391 

無形固定資産合計 13,924 60,909 

投資その他の資産 

投資有価証券 32,858 30,896 

その他 13,073 13,125 

貸倒引当金 △509 △525 

投資その他の資産合計 45,422 43,496 

固定資産合計 114,193 159,228 

資産合計 252,735 310,957 

－4－

三和ホールディングス㈱(5929)　平成21年3月期　第2四半期決算短信



（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 40,900 43,461 

短期社債 － 5,000 

短期借入金 26,098 28,105 

未払法人税等 2,047 3,269 

賞与引当金 2,785 3,112 

役員賞与引当金 － 60 

その他 27,625 24,976 

流動負債合計 99,457 107,986 

固定負債 

社債 15,000 15,000 

長期借入金 21,352 22,668 

退職給付引当金 10,875 10,107 

役員退職慰労引当金 57 875 

その他 5,579 4,987 

固定負債合計 52,865 53,639 

負債合計 152,322 161,626 

純資産の部 

株主資本 

資本金 38,413 38,413 

資本剰余金 39,902 39,902 

利益剰余金 29,053 75,677 

自己株式 △9,688 △9,191 

株主資本合計 97,681 144,802 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,169 △1,743 

繰延ヘッジ損益 △1 △0 

為替換算調整勘定 4,869 6,271 

評価・換算差額等合計 2,698 4,527 

新株予約権 33 － 

純資産合計 100,413 149,330 

負債純資産合計 252,735 310,957 
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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：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 140,506 

売上原価 104,741 

売上総利益 35,764 

販売費及び一般管理費 34,495 

営業利益 1,269 

営業外収益 

受取利息 119 

受取配当金 324 

有価証券売却益 60 

デリバティブ評価益 78 

その他 261 

営業外収益合計 844 

営業外費用 

支払利息 995 

持分法による投資損失 136 

その他 208 

営業外費用合計 1,341 

経常利益 772 

特別利益 

前期損益修正益 0 

固定資産売却益 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

固定資産除売却損 14 

投資有価証券売却損 32 

投資有価証券評価損 56 

子会社事業再構築費用 509 

役員退職慰労金 183 

その他 14 

特別損失合計 810 

税金等調整前四半期純損失（△） △37 

法人税等 1,389 

四半期純損失（△） △1,427 
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 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △37 

減価償却費 2,680 

のれん償却額 3,144 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 

賞与引当金の増減額（△は減少） △369 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58 

受取利息及び受取配当金 △444 

支払利息 995 

持分法による投資損益（△は益） 136 

売上債権の増減額（△は増加） 10,841 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,470 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,385 

その他 2,930 

小計 11,932 

利息及び配当金の受取額 459 

利息の支払額 △994 

法人税等の支払額 △3,356 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,041 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4,482 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,217 

固定資産の取得による支出 △3,658 

貸付けによる支出 △1,326 

貸付金の回収による収入 2,982 

その他 291 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,976 

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） 3,218 

長期借入れによる収入 1,120 

長期借入金の返済による支出 △6,650 

社債の償還による支出 △5,000 

自己株式の増減額（△は増加） △437 

配当金の支払額 △1,570 

その他 △33 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,352 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,328 

現金及び現金同等物の期首残高 26,056 

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,727 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)1.製品系列を考慮し、事業区分を行っております。 

  2.各事業の主な製品は以下のとおりであります。 

(1) ビル商業施設建材事業……シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステン

レス製品、フロント製品、荷役設備製品等 

(2) 住宅建材事業………………窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品等 

(3) メンテ・リフォーム事業…メンテナンスサービス事業、リフォーム事業 

(4) その他事業…………………車両用ドア製品 

  3.第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適

用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益は「ビ

ル商業施設建材事業」で13億7千6百万円、「メンテ・リフォーム事業」で3千7百万円、それぞれ減少しており

ます。また、当第２四半期連結累計期間の営業損失は「住宅建材事業」で14億9千7百万円、「その他事業」で1

億5千8百万円増加しております。 

  

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」を適用しております。これにより、在外子会社ののれん償却処理を実施したため、利益剰余金は過
年度にかかる償却相当額として435億9千万円、当第２四半期連結累計期間にかかる償却相当額として30
億6千9百万円それぞれ減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

ビル 
商業施設 
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォーム

事業

その他
事業

計 
 

消去又は 
全社

連結 
 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 88,534 40,080 9,847 2,043 140,506 ― 140,506

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

49 174 17 ― 242 (242) ―

計 88,584 40,254 9,865 2,043 140,748 (242) 140,506

営業利益又は営業損失(△) 1,625 △1,575 1,417 △197 1,269 ― 1,269

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 前中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

金 額（百万円）

Ⅰ 売上高 154,268

Ⅱ 売上原価 115,736

   売上総利益 38,532

Ⅲ 販売費及び一般管理費 33,321

   営業利益 5,210

Ⅳ 営業外収益

 1.受取利息 105

 2.受取配当金 304

 3.有価証券売却益 63

 4.持分法による投資利益 127

 5.デリバティブ評価益 5

 6.その他 579 1,187

Ⅴ 営業外費用

 1.支払利息 941

 2.その他 146 1,088

   経常利益 5,309

Ⅵ 特別利益

 1.固定資産売却益 30

 2.投資有価証券売却益 117

 3.その他 3 151

Ⅶ 特別損失

 1.固定資産処分損 38

 2.固定資産売却損 5

 3.投資有価証券評価損 98

 4.子会社事業再構築費用 110

 5.関係会社支援損 88

 6.その他 320 663

   税金等調整前中間純利益 4,797

   法人税・住民税及び事業税 1,765

   法人税等調整額 158 1,923

   少数株主利益 21

   中間純利益 2,851
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区 分 金 額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  1.税金等調整前中間純利益 4,797

  2.減価償却費 2,862

  3.のれん償却額 74

  4.貸倒引当金の減少額(△) △230

  5.退職給付引当金等の減少額(△) △404

  6.受取利息及び受取配当金 △410

  7.支払利息 941

  8.持分法による投資利益 △127

  9.固定資産除売却損益 13

  10.投資有価証券売却益 △117

  11.投資有価証券評価損 98

  12.売上債権の減少額 14,629

  13.棚卸資産の増加額(△) △11,280

  14.仕入債務の減少額(△) △3,670

  15.その他 5,847

    小 計 13,024

  16.利息及び配当金の受取額 410

  17.利息の支払額 △943

  18.法人税等の支払額 △3,882

  営業活動によるキャッシュ・フロー 8,608

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  1.有価証券・投資有価証券の 
   取得による支出

△5,884

  2.有価証券・投資有価証券の 
   売却による収入

5,570

  3.固定資産の取得による支出 △2,534

  4.貸付けによる支出 △855

  5.貸付金の回収による収入 449

  6.その他 32

  投資活動によるキャッシュ・フロー △3,222

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  1.短期借入金の増減 803

  2.長期借入金の返済による支出 △3,273

  3.自己株式の取得・処分による純収支額 328

  4.配当金の支払額 △1,598

  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,740

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 98

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,744

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 20,948

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 22,692
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(3) セグメント情報 
事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

ビル 
商業施設 
建材事業

住宅
建材事業

メンテ・
リフォーム

事業

その他
事業

計 
 

消去又は 
全社

連結 
 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 92,777 48,831 9,262 3,396 154,268 ― 154,268

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

90 134 9 ― 234 (234) ―

計 92,868 48,965 9,272 3,396 154,503 (234) 154,268

営業費用 89,091 48,727 8,391 3,082 149,292 (234) 149,058

営業利益 3,777 237 880 314 5,210 ― 5,210
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