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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第１四半期
連結累計期間

第61期
第１四半期
連結累計期間

第60期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 (千円) 5,049,331 4,529,231 20,235,036

経常利益又は経常損失（△） (千円) 134,166 △27,514 656,899

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
(千円) 66,487 76,279 512,183

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 19,743 24,059 1,417,575

純資産額 (千円) 9,957,729 12,414,016 12,477,854

総資産額 (千円) 21,586,947 23,114,466 23,747,335

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
(円) 2.48 2.18 16.40

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 46.1 53.7 52.5

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．「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）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善がみられるものの、個人消費が伸

び悩むなど景気回復の足取りは鈍い状況にあります。海外においては、米国では回復基調が持続したものの、中国

をはじめとする新興国経済の減速やギリシャ債務問題等、先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する自動車業界におきましては、国内では軽自動車増税の影響等により生産台数は前年同期に

比べ減少しました。海外では、個人消費が好調な米国では堅調に推移したものの、ASEAN、ロシアなど新興国の一

部では減産となりました。

　このような状況のもと、当社グループは、日本・中国・ASEAN・北米の四極グローバルで自動車部品供給体制の

確立を目指す中期経営計画GT300の達成に向けて取り組んでおります。

　当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、軽自動車増税等による国内の自動車生産減少や中国の景気減

速の影響等により、売上高は4,529百万円（前年同四半期比10.3％減）となりました。利益面では、売上高の減少

と米国子会社の立ち上げ負担等により、営業損失は67百万円（前年同四半期は営業利益159百万円）、経常損失は

27百万円（前年同四半期は経常利益134百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価

証券売却益の計上や税効果会計の影響等により76百万円（前年同四半期比14.7％増）となりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①　自動車部品

　売上高は4,244百万円（前年同四半期比9.8％減）、セグメント損失は85百万円（前年同四半期のセグメント利

益は135百万円）となりました。

②　住宅

　売上高は278百万円（前年同四半期比16.3％減）,セグメント利益は19百万円（前年同四半期比11.4％減）とな

りました。

③　その他

　売上高は6百万円（前年同四半期比42.0％減）、セグメント損失は1百万円（前年同四半期のセグメント利益は

1百万円）となりました。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は23,114百万円（前連結会計年度末比632百万円減）となりまし

た。

　このうち流動資産は、11,303百万円（前連結会計年度末比409百万円減）となりました。これは主に受取手形及

び売掛金が278百万円、現金及び預金が73百万円減少したこと等によるものです。

　固定資産は、11,796百万円（前連結会計年度末比218百万円減）となりました。これは主に繰延税金資産が57百

万円増加した一方、売却等により投資有価証券が262百万円減少したこと等によるものです。

 

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は10,700百万円（前連結会計年度末比569百万円減）となりました。

　このうち流動負債は6,932百万円（前連結会計年度末比490百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買

掛金が282百万円、短期借入金が210百万円減少したこと等によるものです。

　固定負債は、3,768百万円（前連結会計年度末比79百万円減）となりました。これは主に長期借入金が102百万円

減少したこと等によるものです。
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（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は12,414百万円（前連結会計年度末比63百万円減）となりました。

これは主にその他有価証券評価差額金が45百万円減少したこと等によるものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は17百万円です。

 

(5）従業員数

　当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6）生産、受注及び販売の実績

　当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7）主要な設備

①　主要な設備の状況

　新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期連結累計期間に著しい変動はありません。

 

②　設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 94,080,000

計 94,080,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成27年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年８月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,028,594 35,028,594
東京証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に

制限のない、標準となる

株式であり、単元株式数

は1,000株であります。

計 35,028,594 35,028,594 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年４月１日

　　　 ～

平成27年６月30日

－ 35,028,594 － 2,167,399 － 1,696,397

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成27年３月31日現在で記載しております。

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式

（自己株式等）
－ － －

議決権制限株式

（その他）
－ － －

完全議決権株式

（自己株式等）

（自己保有株式）
－

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式普通株式　　　　　 5,000

完全議決権株式

（その他）
普通株式　　　34,824,000 34,824 同上

単元未満株式 普通株式　　　　 199,594 － 同上

発行済株式総数 35,028,594 － －

総株主の議決権 － 34,824 －

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

盟和産業株式会社

神奈川県厚木市寿町三丁目１番

１号ルリエ本厚木
5,000 － 5,000 0.01％

計 － 5,000 － 5,000 0.01％

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,605,461 3,532,305

受取手形及び売掛金 5,082,552 4,804,331

有価証券 999,767 999,763

商品及び製品 1,023,920 952,831

原材料及び貯蔵品 421,522 397,756

販売用不動産 12,993 12,993

繰延税金資産 303,177 303,233

その他 263,410 300,062

流動資産合計 11,712,806 11,303,278

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,951,586 2,927,111

機械装置及び運搬具（純額） 1,596,322 1,605,221

工具、器具及び備品（純額） 636,124 631,963

土地 2,032,562 2,032,510

リース資産（純額） 212,676 210,793

建設仮勘定 588,716 613,194

有形固定資産合計 8,017,987 8,020,793

無形固定資産 646,764 629,366

投資その他の資産   

投資有価証券 2,512,270 2,249,920

繰延税金資産 380,520 437,772

保険積立金 156,736 158,653

その他 318,163 318,008

貸倒引当金 △17,389 △17,956

投資その他の資産合計 3,350,301 3,146,398

固定資産合計 12,015,053 11,796,558

繰延資産   

開業費 19,475 14,628

繰延資産合計 19,475 14,628

資産合計 23,747,335 23,114,466
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,278,823 3,996,361

短期借入金 1,520,000 1,310,000

1年内返済予定の長期借入金 451,000 453,000

リース債務 106,905 77,896

未払法人税等 59,576 45,832

賞与引当金 205,491 103,029

役員賞与引当金 1,900 －

その他 798,364 945,916

流動負債合計 7,422,060 6,932,035

固定負債   

長期借入金 1,340,000 1,237,500

リース債務 199,895 215,038

退職給付に係る負債 1,796,007 1,806,593

長期未払金 440,435 440,435

その他 71,080 68,846

固定負債合計 3,847,420 3,768,414

負債合計 11,269,480 10,700,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,399 2,167,399

資本剰余金 2,386,743 2,386,743

利益剰余金 6,210,277 6,198,998

自己株式 △578 △918

株主資本合計 10,763,841 10,752,222

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 896,667 850,700

為替換算調整勘定 878,341 866,461

退職給付に係る調整累計額 △60,994 △55,368

その他の包括利益累計額合計 1,714,013 1,661,793

純資産合計 12,477,854 12,414,016

負債純資産合計 23,747,335 23,114,466
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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１四半期連結累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 5,049,331 4,529,231

売上原価 4,179,580 3,896,169

売上総利益 869,751 633,061

販売費及び一般管理費 710,592 700,367

営業利益又は営業損失（△） 159,158 △67,305

営業外収益   

受取利息 8,680 4,154

受取配当金 25,314 31,469

受取賃貸料 2,775 1,837

為替差益 － 22,021

その他 15,694 13,277

営業外収益合計 52,465 72,760

営業外費用   

支払利息 8,224 4,320

支払手数料 2,480 1,017

未稼働設備関連費用 － 21,399

為替差損 61,370 －

その他 5,381 6,233

営業外費用合計 77,457 32,969

経常利益又は経常損失（△） 134,166 △27,514

特別利益   

投資有価証券売却益 － 119,253

特別利益合計 － 119,253

特別損失   

固定資産除却損 2,306 1,087

特別損失合計 2,306 1,087

税金等調整前四半期純利益 131,860 90,651

法人税等 65,373 14,372

四半期純利益 66,487 76,279

親会社株主に帰属する四半期純利益 66,487 76,279
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 66,487 76,279

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 40,666 △45,966

為替換算調整勘定 △91,585 △11,880

退職給付に係る調整額 4,174 5,626

その他の包括利益合計 △46,744 △52,219

四半期包括利益 19,743 24,059

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 19,743 24,059
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「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。）等を当第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しております。また、当第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しております。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１四半期連結

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。

　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、当第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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　当第１四半期連結会計期間を含む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

理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

減価償却費 204,642千円 224,715千円

のれんの償却額 463千円 454千円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 40,177 3 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

（注）当社は、平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。当該株式分割

は、同日付を効力発生日としておりますので、平成26年３月31日を基準日とする配当につきましては、株式分割

前の株式数を基準に実施しております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日

定時株主総会
普通株式 87,557 2.5 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額2.5円には、東京証券取引所市場第一部へ指定されたことに対する記念配当１円が含まれてお

ります。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６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

     （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 自動車部品 住宅 その他 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,705,935 332,303 11,093 5,049,331 5,049,331

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 4,705,935 332,303 11,093 5,049,331 5,049,331

セグメント利益 135,904 21,731 1,522 159,158 159,158

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６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

     （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 自動車部品 住宅 その他 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,244,780 278,018 6,432 4,529,231 4,529,231

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 4,244,780 278,018 6,432 4,529,231 4,529,231

セグメント利益又は損失（△） △85,057 19,258 △1,506 △67,305 △67,305

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

（金融商品関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  ２円48銭 ２円18銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） 66,487 76,279

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益金額
（千円） 66,487 76,279

普通株式の期中平均株式数 （株） 26,784,984 35,021,954

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月６日

盟和産業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齊藤　文男

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　　剛

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている盟和産業株式会

社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、盟和産業株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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