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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 222,401 9.4 11,479 37.6 10,947 33.6 6,438 92.6
26年3月期第3四半期 203,338 15.4 8,345 58.7 8,193 58.6 3,343 31.9

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 8,546百万円 （△33.0％） 26年3月期第3四半期 12,757百万円 （285.9％）

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

27年3月期第3四半期 26.95 26.88
26年3月期第3四半期 13.94 13.91

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 289,692 116,786 40.2
26年3月期 281,917 113,956 40.4
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 116,583百万円 26年3月期 113,789百万円

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

26年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
27年3月期 ― 7.00 ―
27年3月期（予想） 7.00 14.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 332,500 6.6 23,500 13.8 23,000 13.2 11,500 13.2 48.40



(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
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示（会計方針の変
更）」をご覧下さい。

(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、金融商品取引法に基づく

四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(業績予想に関する記述等についてのご注意)

本資料の予測には、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、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、
記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

(四半期決算補足資料の入手方法)
四半期決算補足資料は、四半期決算短信とあわせて、当社ホームページに掲載する予定です。

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期3Q 249,920,497 株 26年3月期 257,920,497 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 15,061,283 株 26年3月期 18,174,813 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 238,900,017 株 26年3月期3Q 239,773,658 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における国内経済は、建設工事受注は堅調なものの、消費増税の反動によるマイナス成

長が長引き、住宅着工戸数も前年割れが続くなど厳しい状況で推移しました。海外（１月～９月）においては、米国

経済は、年初の寒波による影響から持ち直し、雇用情勢、住宅市場においても改善が見られ拡大基調で推移しまし

た。欧州経済は、ドイツを中心に回復傾向にあったものの、期後半に入り下振れが続き本格的な回復には至らず、総

じて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、長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン２０２０ 第一次３ヵ年計画」

の２年目を迎え、成長基盤の更なる強化に向け、国内においては、受注拡大の強力な推進、更なる多品種化の拡大、

収益性の向上に努めました。米国では、住宅市場回復に対応し、ビルダーとの取引強化と取引採算の改善に努めると

共に、改修市場向けに製品品揃えの強化や納期の短縮に注力しています。また、重要戦略である川下事業戦略の展

開、開閉機事業のシェアアップに努めました。欧州では、厳しい市場環境下でリストラの実施、生産性の向上等、コ

スト削減に注力しました。欧州でのドア事業を強化するため、欧州（オランダ）の大手産業用ドアメーカーのAlpha

Deuren International B.V.を取得しました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期比9.4％増の222,401百万円となりまし

た。利益面では、増収効果に加え原価率の低減により、営業利益は前年同四半期比37.6％増の11,479百万円、経常利

益は前年同四半期比33.6％増の10,947百万円、四半期純利益は前年同四半期比92.6％増の6,438百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主にたな卸資産の増加やのれんの増加により、前連結会計年度末と比べ

7,774百万円増加し289,692百万円となりました。また、負債は主に前受金の増加により、前連結会計年度末と比べ

4,943百万円増加し172,905百万円となりました。純資産については、主に為替換算調整勘定が増加したことから前連

結会計年度末と比べ2,830百万円増加し116,786百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末

と比べ0.1ポイント減少し40.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年10月31日公表致しました平成27年３月期通期の連結業績予想を変更しておりません。
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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

一部の連結子会社（在外子会社）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当該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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退

職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定め

について第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が930百万円減少及び退職給付に係る資産が

1,614百万円増加し、利益剰余金が1,637百万円増加しております。また、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への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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 28,246 30,740

受取手形及び売掛金 72,946 62,740

有価証券 26,680 6,255

商品及び製品 9,800 9,937

仕掛品 16,513 33,558

原材料 15,400 16,997

その他 9,515 10,611

貸倒引当金 △1,581 △1,613

流動資産合計 177,521 169,228

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 16,785 16,496

土地 22,798 22,756

その他（純額） 15,188 16,545

有形固定資産合計 54,772 55,798

無形固定資産

のれん 2,259 10,849

その他 15,561 17,473

無形固定資産合計 17,820 28,323

投資その他の資産

投資有価証券 20,940 25,016

退職給付に係る資産 1,431 3,980

その他 9,932 7,988

貸倒引当金 △501 △643

投資その他の資産合計 31,802 36,341

固定資産合計 104,396 120,463

資産合計 281,917 289,692
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,608 44,403

1年内償還予定の社債 15,000 2,000

短期借入金 9,563 7,762

1年内返済予定の長期借入金 5,530 10,580

未払法人税等 4,939 1,275

賞与引当金 4,837 3,594

役員賞与引当金 180 -

その他 25,126 41,078

流動負債合計 108,785 110,694

固定負債

社債 19,400 17,400

長期借入金 19,660 27,273

役員退職慰労引当金 178 205

退職給付に係る負債 12,408 11,193

その他 7,529 6,137

固定負債合計 59,176 62,210

負債合計 167,961 172,905

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 37,707 38,088

自己株式 △9,859 △9,553

株主資本合計 106,164 106,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 544 1,157

為替換算調整勘定 9,252 10,447

退職給付に係る調整累計額 △2,171 △1,872

その他の包括利益累計額合計 7,625 9,732

新株予約権 166 203

純資産合計 113,956 116,786

負債純資産合計 281,917 289,692
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

売上高 203,338 222,401

売上原価 146,676 158,780

売上総利益 56,662 63,620

販売費及び一般管理費 48,316 52,141

営業利益 8,345 11,479

営業外収益

受取利息 83 128

受取配当金 366 161

有価証券売却益 - 3

持分法による投資利益 101 -

その他 416 425

営業外収益合計 968 718

営業外費用

支払利息 663 629

持分法による投資損失 - 247

その他 456 373

営業外費用合計 1,120 1,250

経常利益 8,193 10,947

特別利益

固定資産売却益 265 13

投資有価証券売却益 1,060 527

その他 12 -

特別利益合計 1,337 541

特別損失

固定資産除売却損 1,713 16

投資有価証券評価損 49 71

子会社事業再構築及び整理費用 2,044 799

その他 58 35

特別損失合計 3,865 922

税金等調整前四半期純利益 5,665 10,566

法人税等 2,321 4,127

少数株主損益調整前四半期純利益 3,343 6,438

四半期純利益 3,343 6,438

三和ホールディングス㈱（5929）　平成27年３月期　第３四半期決算短信

-6-



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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,343 6,438

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,462 611

為替換算調整勘定 5,885 1,092

退職給付に係る調整額 - 299

持分法適用会社に対する持分相当額 65 103

その他の包括利益合計 9,413 2,107

四半期包括利益 12,757 8,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,757 8,546

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

当社は、平成26年５月14日開催の取締役会決議に基づき、平成26年５月30日に自己株式8,000,000株を消却致

しました。これにより利益剰余金4,339百万円及び自己株式4,339百万円がそれぞれ減少しております。

（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

(2)セグメント利益

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

外部顧客への売上高 110,567 62,405 30,275 203,249 89 203,338

セグメント間の内部
売上高又は振替高

15 56 185 258 △258 ―

計 110,583 62,462 30,461 203,507 △168 203,338

セグメント利益 7,474 2,029 236 9,739 △1,393 8,345

・その他の売上高 89百万円

・セグメント間取引消去 △258百万円

・その他の利益 89百万円

・全社費用 △1,147百万円

・のれんの償却額 △336百万円

・セグメント間取引消去 0百万円
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当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

(2)セグメント利益

その他の内容は、管理業務に伴う付随的な活動によるものであります。

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費などであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３ 各報告セグメントに属する主な国又は地域は以下のとおりであります。

北米…アメリカ、カナダ、メキシコ他

欧州…ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、イギリス他

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

日本 北米 欧州 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

外部顧客への売上高 117,818 69,439 35,032 222,290 110 222,401

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 13 38 53 △53 ―

計 117,821 69,452 35,070 222,344 57 222,401

セグメント利益 9,533 3,271 348 13,154 △1,674 11,479

・その他の売上高 110百万円

・セグメント間取引消去 △53百万円

・その他の利益 110百万円

・全社費用 △1,207百万円

・のれんの償却額 △577百万円

・セグメント間取引消去 △0百万円
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（重要な後発事象）

（自己株式の消却）

当社は、平成27年１月29日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること

を決議致しました。

（社債の発行）

当社は、平成27年１月29日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行に関する包括決議を行いまし

た。概要は以下のとおりです。

①消却の理由 自己株式を消却することにより、資本効率の向上を目指し、また、発行済株式総
数の減少を通じて株主利益の増大を図ることを目的に実施するものであります。

②消却する株式の種類 当社普通株式

③消却する株式の総数 6,000,000株

④消却後の発行済株式総数 243,920,497株

⑤消却予定日 平成27年２月12日

①発行総額 200億円以下

②発行時期 平成27年２月９日～平成27年２月28日

③利率 年0.5％以下

④発行価額 各社債の金額100円につき金100円

⑤償還期限 ７年以下

⑥償還方法 満期一括償還

⑦資金使途 運転資金、設備投資、借入金返済及び社債償還資金に充当予定
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