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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 160,926 9.9 6,051 △15.3 5,640 △17.4 3,226 △1.8
27年3月期第2四半期 146,406 8.9 7,140 58.2 6,826 58.8 3,286 258.8

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 3,229百万円 （67.7％） 27年3月期第2四半期 1,925百万円 （△80.0％）

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

28年3月期第2四半期 13.81 13.77
27年3月期第2四半期 13.71 13.67

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 317,181 127,899 40.2
27年3月期 323,327 126,748 39.1
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 127,657百万円 27年3月期 126,532百万円

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

27年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00
28年3月期 ― 10.00
28年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 ： 有

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 366,000 8.0 28,000 6.3 27,400 5.5 14,000 8.9 60.35



(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４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４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）
(1)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３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。
(2)当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を
取得することを決議致しました。これにより、平成28年３月期の連結業績予測における「１株当たり当期純利益」については、当該自己株式の取得の影響を考慮
して記載しております。

（四半期決算補足資料の入手方法）
四半期決算補足説明資料は、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） 28年3月期2Q 243,920,497 株 27年3月期 243,920,497 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 10,249,451 株 27年3月期 10,248,566 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 233,671,464 株 27年3月期2Q 239,741,528 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２四半期連結累計期間における国内経済は、個人消費は底堅く、設備投資も持ち直しの動きが見られ全体とし

ては回復基調を維持した一方、中国経済に対する警戒感などから先行きに不透明感が残る状況で推移しました。海外

（１月～６月）においては、米国経済は、年初における米北東部による悪天候の影響や西海岸湾岸スト、原油価格の

下落に伴うエネルギー関連企業の設備投資削減等があったものの、労働市場の改善を背景に個人消費は底堅く推移し

ました。欧州経済は、原油安や金融緩和、ユーロ安を背景に回復テンポは遅いものの改善が続きました。

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 終年度を迎え、成長基盤の更なる強化に向け、国内においては、受注拡大やグループ各社の連携による多品種化

の完全定着を進めるなど今後の成長に向けた基盤整備に注力しました。米国では、ドア事業等のコア事業の強化や新

製品拡充によるシェア拡大や品質改善に努めました。欧州では、生産性の向上に注力すると共に前年度買収したアル

ファ社とのシナジー効果創出に努めるなど基盤強化を行いました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、国内業績が好調であったことに加え円安の影響、買収

したアルファ社の業績が寄与し前年同四半期比9.9％増の160,926百万円となりました。利益面では、米国における原

材料コストの上昇と全セクターにおける販売管理費の増加により、営業利益は、前年同四半期比15.3％減の6,051百万

円、経常利益は、前年同四半期比17.4％減の5,640百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比

1.8％減の3,226百万円となりました。

（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２四半期連結会計期間末の総資産は、主に税金等の支払による現金及び預金の減少や売上債権の回収により、

前連結会計年度末と比べ6,145百万円減少し317,181百万円となりました。負債は、主に社債の償還や未払法人税等の

減少により、前連結会計年度末と比べ7,296百万円減少し189,282百万円となりました。純資産は、主に親会社株主に

帰属する四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加したことから、前連結会計年度末と比べ1,151百万円増

加し127,899百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

6,028百万円減少し52,576百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの

状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の回収、税金等調整前四半期純利益を計上したことにより

10,180百万円の資金増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券・投資有価証券の取得による支出や固定資産の取得により

9,751百万円の資金減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払や借入金の返済及び社債の償還により6,287百万円の資金

減少となりました。
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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

平成27年５月13日公表致しました平成28年３月期通期の連結業績予想を次のとおり修正しております。

国内事業は好調を維持し、前期比増収増益となる見込みであるものの、主に米国子会社の売上が期初予想より下回

る見通しになることから売上高は期初予想より4,000百万円減額し366,000百万円とし、各利益については期初予想を

据え置き、営業利益は28,000百万円、経常利益は27,400百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は14,000百万円を

変更しておりません。

なお、当期の配当予想につきましては１株当たり年間20円（第２四半期・期末ともに10円）から変更しておりませ

ん。

上記の業績予想値は、発表日現在における入手可能な情報に基づいて算出しておりますので、実際の業績等は、環

境や業況の変化により予想値と異なる可能性があります。
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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)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し

ております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 38,421 26,090

受取手形及び売掛金 78,387 66,504

有価証券 25,889 34,600

商品及び製品 10,000 10,289

仕掛品 19,084 26,771

原材料 17,887 18,292

その他 9,822 9,957

貸倒引当金 △1,534 △1,552

流動資産合計 197,958 190,954

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,276 16,931

土地 19,949 19,858

その他（純額） 18,314 18,830

有形固定資産合計 55,540 55,620

無形固定資産

のれん 11,469 10,036

その他 18,980 18,585

無形固定資産合計 30,449 28,621

投資その他の資産

投資有価証券 27,489 29,696

退職給付に係る資産 5,147 5,789

その他 7,474 7,192

貸倒引当金 △734 △693

投資その他の資産合計 39,377 41,984

固定資産合計 125,368 126,227

資産合計 323,327 317,181
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 44,538 43,114

1年内償還予定の社債 14,400 12,400

短期借入金 7,718 8,684

1年内返済予定の長期借入金 10,580 13,880

未払法人税等 5,272 2,282

賞与引当金 5,252 4,888

役員賞与引当金 239 -

その他 31,874 35,014

流動負債合計 119,876 120,265

固定負債

社債 25,550 25,550

長期借入金 30,235 22,954

役員退職慰労引当金 219 247

退職給付に係る負債 14,435 14,117

その他 6,262 6,148

固定負債合計 76,702 69,017

負債合計 196,579 189,282

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 40,617 41,741

自己株式 △6,641 △6,642

株主資本合計 112,292 113,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,315 1,410

為替換算調整勘定 16,043 15,496

退職給付に係る調整累計額 △3,119 △2,664

その他の包括利益累計額合計 14,239 14,242

新株予約権 216 241

純資産合計 126,748 127,899

負債純資産合計 323,327 317,181
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

売上高 146,406 160,926

売上原価 104,494 114,838

売上総利益 41,912 46,088

販売費及び一般管理費 34,771 40,037

営業利益 7,140 6,051

営業外収益

受取利息 71 95

受取配当金 119 133

有価証券売却益 3 -

その他 309 233

営業外収益合計 503 462

営業外費用

支払利息 390 375

持分法による投資損失 207 91

その他 219 405

営業外費用合計 817 873

経常利益 6,826 5,640

特別利益

固定資産売却益 8 8

投資有価証券売却益 26 -

その他 1 -

特別利益合計 36 8

特別損失

固定資産除売却損 15 7

投資有価証券売却損 - 5

投資有価証券評価損 71 54

子会社事業再構築費用 327 72

関係会社整理損 375 11

その他 21 25

特別損失合計 810 175

税金等調整前四半期純利益 6,051 5,473

法人税等 2,764 2,246

四半期純利益 3,286 3,226

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,286 3,226
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

四半期純利益 3,286 3,226

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 566 95

為替換算調整勘定 △2,122 △603

退職給付に係る調整額 266 454

持分法適用会社に対する持分相当額 △71 56

その他の包括利益合計 △1,361 2

四半期包括利益 1,925 3,229

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,925 3,229

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27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利益 6,051 5,473

減価償却費 3,301 3,796

のれん償却額 235 724

貸倒引当金の増減額（△は減少） 339 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △67 △357

退職給付に係る負債及び資産の増減額 △223 △96

受取利息及び受取配当金 △190 △229

支払利息 390 375

持分法による投資損益（△は益） 207 91

売上債権の増減額（△は増加） 9,589 11,608

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,515 △8,669

仕入債務の増減額（△は減少） △2,857 △1,308

その他 4,382 4,062

小計 13,642 15,480

利息及び配当金の受取額 176 214

利息の支払額 △365 △386

法人税等の支払額 △4,968 △5,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,485 10,180

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 △3,213 △7,910

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 506 2,029

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△12,408 -

固定資産の取得による支出 △3,199 △4,073

貸付けによる支出 △766 △208

貸付金の回収による収入 637 298

その他 △421 113

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,866 △9,751

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） 495 1,006

長期借入れによる収入 11,888 -

長期借入金の返済による支出 △5,004 △3,190

社債の償還による支出 - △2,000

自己株式の純増減額（△は増加） △8 △0

配当金の支払額 △1,678 △2,103

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,692 △6,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,690 △6,028

現金及び現金同等物の期首残高 52,307 58,605

現金及び現金同等物の四半期末残高 47,617 52,576
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（４）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２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30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)セグメント利益又は損失（△）

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 セグメント利益又は損失（△）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 80,770 43,526 22,031 146,329 77 146,406

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 10 30 42 △42 ―

計 80,772 43,536 22,062 146,371 35 146,406

セグメント利益
又は損失(△)

6,777 1,421 △109 8,089 △949 7,140

・その他の売上高 77百万円

・セグメント間取引消去 △42百万円

・その他の利益 77百万円

・全社費用 △790百万円

・のれんの償却額 △235百万円

・セグメント間取引消去 △0百万円
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当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30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)セグメント利益又は損失（△）

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 セグメント利益又は損失（△）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。

（重要な後発事象）

（自己株式の取得）

当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議致しました。

１．自己株式の取得を行う理由

株主還元のさらなる充実を図るため。

２．取得に係る事項の内容

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 85,132 51,330 24,386 160,848 78 160,926

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 22 18 40 △40 ―

計 85,132 51,352 24,404 160,889 37 160,926

セグメント利益
又は損失(△)

7,104 667 △187 7,584 △1,532 6,051

・その他の売上高 78百万円

・セグメント間取引消去 △40百万円

・その他の利益 78百万円

・全社費用 △886百万円

・のれんの償却額 △724百万円

・セグメント間取引消去 0百万円

①取得する株式の種類 当社普通株式

②取得する株式の総数 750万株（上限）

③株式の取得価格の総額 5,000百万円（上限）

④取得する期間 平成27年11月２日から平成28年１月29日まで

⑤取得方法 東京証券取引所における市場買付
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