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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、雇用環境の改善から個人消費は底堅く推移したものの、新興国の

成長減速や円高基調が継続し、設備投資環境も足踏みが見られ、力強さを欠く状況となりました。海外（１月～６

月）においては、米国経済は、住宅市場と消費者支出が牽引し、緩やかに拡大基調となりましたが、米国大統領選挙

の影響もあり不透明感が残る状況で推移しました。欧州経済は、厳冬であった昨年の反動もあり個人消費、設備投資

も堅調で全体的に回復基調となりました。

このような環境下、当社グループは、今年度から長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン２０２０」第二次３

ヵ年計画をスタートさせました。この３ヵ年の位置づけは、「グローバル・メジャー」としての競争力を強化するこ

とにあり、国内においては、既存事業の強化、多品種化による更なる成長、連携による事業強化・拡大、防火設備の

新しい検査・報告制度対応に注力しました。米国では、基幹事業の強化及び成長、川下事業戦略に注力し、シェア拡

大に努めました。欧州では、産業用ドア事業の強化、耐火ドアの全欧州への拡販、セクショナルガレージドアのシェ

ア拡大を推進し、産業用ドア事業の更なる強化のため６月末にノルスード社（フランス）を買収しました。

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、円高の影響もあり、前年同四半期比0.3％減の160,457

百万円となりました。利益面では、営業利益は、前年同四半期比31.8％増の7,976百万円、経常利益は、前年同四半期

比27.8％増の7,207百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比24.1％増の4,003百万円となりま

した。

また、当社は、本年４月に創立６０周年を迎えました。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係者各位のご支

援の賜物と心から感謝申し上げます。これからもグローバル・メジャーへの飛躍に向けて、グループ全員が連携を強

化して取り組んでまいります。

（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、主に売上債権の回収及び有価証券の減少等により、前連結会計年度末と

比べ27,264百万円減少し283,005百万円となりました。負債は、主に仕入債務の減少や借入金の返済等により、前連結

会計年度末と比べ18,241百万円減少し161,693百万円となりました。純資産は、主に為替換算調整勘定が減少したこと

により、前連結会計年度末と比べ9,022百万円減少し121,312百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.9ポイント改善し42.6％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

2,768百万円減少し38,747百万円となりました。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

8,896百万円の資金増加（前年同四半期連結累計期間は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、主に固定資産の取得により2,401百万円の資金減少（前年同四半期連結累計

期間は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により8,518百万円の資金減少（前年同四

半期連結累計期間は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28年５月13日公表致しました平成29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。

売上高は期初予想より10,000百万円減額し357,000百万円とし、各利益については期初予想を据え置いて営業利益は

28,200百万円、経常利益は27,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は16,700百万円としております。

売上高は、上期実績が期初予想を下回ったこと、円高の進行を勘案し減額致しましたが、利益につきましては、上

期実績が期初予想を上回るものの、円高の進行を勘案し、据え置くものです。

なお、当期の配当予想につきましては１株当たり年間25円（第２四半期12円・期末13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。

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

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年

４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

（４）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,141 30,301

受取手形及び売掛金 77,366 59,297

電子記録債権 4,390 4,262

有価証券 23,165 11,493

商品及び製品 9,832 8,516

仕掛品 19,697 25,879

原材料 18,802 16,651

その他 10,432 12,165

貸倒引当金 △1,253 △1,277

流動資産合計 188,575 167,289

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 17,364 15,724

土地 18,120 17,773

その他（純額） 18,567 16,499

有形固定資産合計 54,053 49,998

無形固定資産

のれん 8,754 7,081

その他 17,465 14,951

無形固定資産合計 26,220 22,033

投資その他の資産

投資有価証券 30,752 33,013

退職給付に係る資産 4,659 4,820

その他 6,373 6,173

貸倒引当金 △365 △324

投資その他の資産合計 41,420 43,684

固定資産合計 121,693 115,715

資産合計 310,269 283,005
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 46,075 40,164

1年内償還予定の社債 2,000 2,000

短期借入金 7,667 8,134

1年内返済予定の長期借入金 6,680 10,103

未払法人税等 5,351 2,809

賞与引当金 4,437 4,785

その他 32,833 32,129

流動負債合計 105,047 100,126

固定負債

社債 25,050 25,050

長期借入金 29,400 18,010

役員退職慰労引当金 275 260

退職給付に係る負債 13,416 12,291

その他 6,745 5,954

固定負債合計 74,887 61,566

負債合計 179,934 161,693

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 47,028 48,046

自己株式 △7,866 △7,836

株主資本合計 117,478 118,526

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,231 321

為替換算調整勘定 13,649 3,832

退職給付に係る調整累計額 △2,968 △2,233

その他の包括利益累計額合計 11,911 1,920

新株予約権 266 274

非支配株主持分 678 590

純資産合計 130,334 121,312

負債純資産合計 310,269 283,005
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 160,926 160,457

売上原価 114,838 113,398

売上総利益 46,088 47,059

販売費及び一般管理費 40,037 39,082

営業利益 6,051 7,976

営業外収益

受取利息 95 100

受取配当金 133 138

その他 233 248

営業外収益合計 462 486

営業外費用

支払利息 375 272

持分法による投資損失 91 627

その他 405 356

営業外費用合計 873 1,256

経常利益 5,640 7,207

特別利益

固定資産売却益 8 11

投資有価証券売却益 - 6

特別利益合計 8 18

特別損失

固定資産除売却損 7 68

投資有価証券売却損 5 -

投資有価証券評価損 54 0

子会社事業再構築費用 72 293

関係会社整理損 11 5

その他 25 19

特別損失合計 175 387

税金等調整前四半期純利益 5,473 6,837

法人税等 2,246 2,802

四半期純利益 3,226 4,035

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 31

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,226 4,003

決算短信（宝印刷） 2016年10月28日 13時41分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三和ホールディングス㈱(5929) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 3,226 4,035

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 95 △910

為替換算調整勘定 △603 △9,525

退職給付に係る調整額 454 735

持分法適用会社に対する持分相当額 56 △290

その他の包括利益合計 2 △9,990

四半期包括利益 3,229 △5,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,229 △5,896

非支配株主に係る四半期包括利益 - △59

決算短信（宝印刷） 2016年10月28日 13時41分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



三和ホールディングス㈱(5929) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 8 ―

（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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 5,473 6,837

減価償却費 3,796 3,546

のれん償却額 724 664

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 116

賞与引当金の増減額（△は減少） △357 473

退職給付に係る負債及び資産の増減額 △96 378

受取利息及び受取配当金 △229 △238

支払利息 375 272

持分法による投資損益（△は益） 91 627

売上債権の増減額（△は増加） 11,608 14,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,669 △6,286

仕入債務の増減額（△は減少） △1,308 △4,689

その他 4,062 △2,046

小計 15,480 14,413

利息及び配当金の受取額 214 243

利息の支払額 △386 △275

法人税等の支払額 △5,127 △5,484

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,180 8,896

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 △7,910 △4,097

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 2,029 5,000

固定資産の取得による支出 △4,073 △3,067

貸付けによる支出 △208 △288

貸付金の回収による収入 298 368

その他 113 △317

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,751 △2,401

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） 1,006 964

長期借入金の返済による支出 △3,190 △6,490

社債の償還による支出 △2,000 -

自己株式の純増減額（△は増加） △0 18

配当金の支払額 △2,103 △2,973

非支配株主への配当金の支払額 - △31

その他 - △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,287 △8,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 △170 △745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,028 △2,768

現金及び現金同等物の期首残高 58,605 41,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 52,576 38,747
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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28年４月１日 至 平成28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

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

(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・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

(2)セグメント利益又は損失（△）

・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

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。
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当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

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 84,363 49,972 26,092 160,428 29 160,457

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 19 14 35 △35 ―

計 84,365 49,991 26,106 160,464 △6 160,457

セグメント利益
又は損失(△)

6,592 2,218 688 9,499 △1,522 7,976

(注) １ 調整額の内訳は、以下のとおりであります。

(1)売上高

・その他の売上高 29百万円

・セグメント間取引消去 △35百万円

(2)セグメント利益又は損失（△）

・その他の利益 29百万円

・全社費用 △886百万円

・のれんの償却額 △664百万円

・セグメント間取引消去 0百万円

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。
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