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

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
25年3月期第3四半期 176,194 7.2 5,259 162.7 5,167 220.1 2,534 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 12,757百万円 （285.9％） 25年3月期第3四半期 3,305百万円 （―％）

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3四半期 13.94 13.91
25年3月期第3四半期 10.56 10.54

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 274,122 107,267 39.1
25年3月期 241,771 97,134 40.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 107,112百万円 25年3月期 97,011百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 6.00 ―
26年3月期（予想） 6.00 12.00

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、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 300,000 12.8 17,200 21.3 16,800 20.1 8,200 14.2 34.20



(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 

(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 
  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。 

※ 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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 257,920,497 株 25年3月期 257,920,497 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 18,165,175 株 25年3月期 18,134,664 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 239,773,658 株 25年3月期3Q 240,012,455 株
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当第３四半期連結累計期間における国内経済は、個人消費や設備投資が持ち直しており、公共投資、

民間建築工事も増加するなど、景気は回復基調で推移しました。海外（１月～９月）においては、米国

経済は、住宅市場は回復傾向が続き、設備投資、個人消費も底堅く、総じて緩やかな回復となりまし

た。欧州経済は、景気後退局面は一服したものの、回復への足取りは重く、厳しい状況が続きました。

このような環境下、当社グループでは、当期よりスタートさせた長期経営ビジョン「三和グローバル

ビジョン２０２０ 第一次３ヵ年計画」を展開し、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た新築市場向け製品の販

売強化に注力するとともに、ドア事業の川下戦略の展開、開閉機事業の強化に努めました。欧州では、

厳しい市場環境下、リストラの実施、生産性の向上など、コスト削減に努めました。 

以上の結果、国内業績が堅調なことに加え前年同期と比べ円安に推移したこともあり、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15.4％増の203,338百万円となりました。また、利益

面では、営業利益は、増収効果や原価率の改善効果により、前年同四半期比58.7％増の8,345百万円、

経常利益は、前年同四半期比58.6％増の8,193百万円となりました。四半期純利益は、在外子会社の再

構築・整理費用を計上したことや国内子会社におけるＩＴシステム開発に伴うソフトウエア仮勘定を除

却しましたが、前年同四半期比31.9％増の3,343百万円となりました。 

  

（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、主に現金及び預金、たな卸資産の増加により前連結会計年

度末と比べ32,351百万円増加し274,122百万円となりました。また、負債は主に長期借入金の増加や前

受金の増加により前連結会計年度末と比べ22,218百万円増加し166,854百万円となりました。純資産に

ついては、主にその他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したことにより前連結会計年度

末と比べ10,133百万円増加し107,267百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年

度末と比べ1.0ポイント減少し39.1％（前年同四半期末は36.7％）となりました。 

  

平成25年10月31日に公表致しました平成26年３月期の連結業績予想を変更しておりません。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

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

（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
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,739 32,650

受取手形及び売掛金 63,820 56,827

有価証券 2,779 14,501

商品及び製品 7,950 9,079

仕掛品 18,338 33,845

原材料 11,881 14,179

その他 8,681 10,368

貸倒引当金 △1,334 △1,429

流動資産合計 133,856 170,023

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,523 16,084

土地 22,582 22,634

その他（純額） 12,312 13,626

有形固定資産合計 50,419 52,344

無形固定資産   

のれん 2,325 2,267

その他 14,718 14,735

無形固定資産合計 17,043 17,003

投資その他の資産   

投資有価証券 29,022 24,526

その他 11,898 10,805

貸倒引当金 △469 △579

投資その他の資産合計 40,451 34,751

固定資産合計 107,915 104,099

資産合計 241,771 274,122
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,397 41,609

1年内償還予定の社債 － 15,000

短期借入金 8,591 8,439

1年内返済予定の長期借入金 3,362 7,591

未払法人税等 3,753 1,275

賞与引当金 2,955 2,778

役員賞与引当金 74 －

その他 22,712 36,120

流動負債合計 79,847 112,815

固定負債   

社債 34,400 19,400

長期借入金 14,445 17,451

退職給付引当金 9,439 10,304

役員退職慰労引当金 125 164

その他 6,377 6,719

固定負債合計 64,789 54,039

負債合計 144,636 166,854

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 30,975 31,681

自己株式 △9,833 △9,852

株主資本合計 99,457 100,144

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,601 1,861

為替換算調整勘定 △844 5,106

その他の包括利益累計額合計 △2,446 6,967

新株予約権 123 155

純資産合計 97,134 107,267

負債純資産合計 241,771 274,122
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

売上高 176,194 203,338

売上原価 129,381 146,676

売上総利益 46,813 56,662

販売費及び一般管理費 41,553 48,316

営業利益 5,259 8,345

営業外収益   

受取利息 78 83

受取配当金 398 366

有価証券売却益 0 －

持分法による投資利益 85 101

その他 423 416

営業外収益合計 985 968

営業外費用   

支払利息 699 663

その他 377 456

営業外費用合計 1,077 1,120

経常利益 5,167 8,193

特別利益   

固定資産売却益 25 265

投資有価証券売却益 22 1,060

その他 35 12

特別利益合計 83 1,337

特別損失   

固定資産除売却損 53 1,713

投資有価証券評価損 42 49

子会社事業再構築及び整理費用 494 2,044

その他 75 58

特別損失合計 666 3,865

税金等調整前四半期純利益 4,583 5,665

法人税等 2,049 2,321

少数株主損益調整前四半期純利益 2,534 3,343

四半期純利益 2,534 3,343
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 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,534 3,343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 669 3,462

為替換算調整勘定 33 5,885

持分法適用会社に対する持分相当額 68 65

その他の包括利益合計 771 9,413

四半期包括利益 3,305 12,757

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,305 12,757

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

 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 101,330 49,537 25,239 176,107 87 176,194

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

5 20 132 159 △159 ―

計 101,336 49,558 25,372 176,266 △71 176,194

セグメント利益 4,809 1,531 263 6,604 △1,344 5,259
 

・その他の売上高 87百万円
 

・セグメント間取引消去 △159百万円
 

・その他の利益 87百万円
 

・全社費用 △1,046百万円
 

・のれんの償却額 △385百万円
 

・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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