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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63期

第１四半期
連結累計期間

第64期
第１四半期
連結累計期間

第63期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 (千円) 4,777,661 5,033,573 20,368,662

経常利益 (千円) 81,431 63,788 309,630

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
(千円) 63,235 46,553 266,566

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △65,868 △188,261 473,230

純資産額 (千円) 11,038,977 11,214,334 11,490,114

総資産額 (千円) 22,925,355 23,016,363 23,266,111

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 18.06 13.30 76.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
(円) － － －

自己資本比率 (％) 48.2 48.7 49.4

（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

(1）経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、設備投資や輸出が増加するなど

緩やかな回復基調で推移しました。海外におきましては、米国の保護主義姿勢の高まりによる貿易摩擦の深刻化や中

東の地政学的リスクの増大等が懸念され、先行き不透明な状況となっております。

　当社グループが属する自動車業界におきましては、国内では生産・販売ともに前年同四半期に対し増加しました。

海外では、米国の乗用車販売が減少、中国でも小型車向けの減税措置の終了等を背景に需要は低調に推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画GT300に基づき、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確立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、売上高は、国内売上高の増加等により5,033百万円（前年同四

半期比5.4％増）、営業利益は、中国の需要減の影響や北米での量産車種増加に伴う先行費用増等により59百万円

（前年同四半期比35.4％減）となりました。経常利益は、為替差損の縮小等により63百万円（前年同四半期比21.7％

減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、46百万円（前年同四半期比26.4％減）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　自動車部品

　売上高は4,611百万円（前年同四半期比5.4％増）、セグメント利益は46百万円（前年同四半期比41.3％減）と

なりました。

②　住宅

　売上高は417百万円（前年同四半期比4.1％増）、セグメント利益は13百万円（前年同四半期比4.9％増）とな

りました。

③　その他

　売上高は4百万円（前年同四半期比72.9％増）、セグメント損失は0百万円（前年同四半期はセグメント利益0

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23,016百万円（前連結会計年度末比249百万円減）となりまし

た。

　このうち流動資産は、10,872百万円（前連結会計年度末比133百万円減）となりました。これは主に電子記録債

権が81百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が260百万円減少したこと等によるものです。

　固定資産は、12,143百万円（前連結会計年度末比116百万円減）となりました。これは主に建物及び構築物（純

額）が88百万円、投資有価証券が46百万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11,802百万円（前連結会計年度末比26百万円増）となりました。

　このうち流動負債は8,595百万円（前連結会計年度末比70百万円増）となりました。これは主に支払手形及び買

掛金が106百万円、賞与引当金が83百万円減少した一方、短期借入金が280百万円増加したこと等によるものです。

　固定負債は、3,206百万円（前連結会計年度末比44百万円減）となりました。これは主に退職給付に係る負債が

16百万円、リース債務が14百万円減少したこと等によるものです。

 

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は11,214百万円（前連結会計年度末比275百万円減）となりまし

た。これは主に為替換算調整勘定が199百万円減少したこと等によるものです。
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(3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）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。

 

(5）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3百万円です。

 

(6）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。

 

(7）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。

 

(8）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。

 

３【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。
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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 9,408,000

計 9,408,000

 

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30年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年８月７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 3,502,859 3,502,859
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100株であります。

計 3,502,859 3,502,859 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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30年４月１日

　　　 ～

平成30年６月30日

－ 3,502,859 － 2,167,399 － 1,696,397

 

（５）【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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（６）【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30年３月31日現在で記載しております。

①【発行済株式】

平成30年６月30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）
－ －

普通株式 2,100

完全議決権株式

（その他）
普通株式 3,482,100 34,821 －

単元未満株式 普通株式 18,659 － －

発行済株式総数 3,502,859 － －

総株主の議決権 － 34,821 －

 

②【自己株式等】

平成30年６月30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
2,100 － 2,100 0.05

計 － 2,100 － 2,100 0.05

 

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30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30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30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,526,528 3,477,727

受取手形及び売掛金 ※ 4,450,087 ※ 4,189,150

電子記録債権 767,179 848,908

有価証券 199,960 199,980

商品及び製品 1,198,727 1,227,756

原材料及び貯蔵品 608,992 679,251

その他 254,079 249,749

流動資産合計 11,005,554 10,872,525

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,812,239 2,723,508

機械装置及び運搬具（純額） 1,869,041 1,858,890

工具、器具及び備品（純額） 762,692 834,702

土地 2,292,622 2,286,654

リース資産（純額） 115,894 108,054

建設仮勘定 1,319,578 1,298,960

有形固定資産合計 9,172,070 9,110,770

無形固定資産 456,587 441,643

投資その他の資産   

投資有価証券 1,212,723 1,166,497

繰延税金資産 917,189 917,816

保険積立金 113,673 115,589

その他 407,117 410,344

貸倒引当金 △18,803 △18,824

投資その他の資産合計 2,631,899 2,591,424

固定資産合計 12,260,557 12,143,837

資産合計 23,266,111 23,016,363
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,390,456 ※ 4,283,925

短期借入金 1,865,402 2,146,163

1年内返済予定の長期借入金 1,164,137 1,126,259

リース債務 36,097 41,851

未払法人税等 97,096 34,701

賞与引当金 188,944 105,211

役員賞与引当金 2,387 －

その他 780,100 857,214

流動負債合計 8,524,622 8,595,327

固定負債   

長期借入金 1,277,738 1,268,029

リース債務 93,683 78,855

退職給付に係る負債 1,811,540 1,794,744

長期未払金 14,010 14,010

その他 54,403 51,061

固定負債合計 3,251,375 3,206,700

負債合計 11,775,997 11,802,028

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,399 2,167,399

資本剰余金 2,377,042 2,377,042

利益剰余金 6,132,582 6,091,617

自己株式 △2,549 △2,549

株主資本合計 10,674,473 10,633,509

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214,133 173,325

為替換算調整勘定 657,189 458,046

退職給付に係る調整累計額 △55,682 △50,545

その他の包括利益累計額合計 815,640 580,825

純資産合計 11,490,114 11,214,334

負債純資産合計 23,266,111 23,016,363
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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29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

売上高 4,777,661 5,033,573

売上原価 3,986,395 4,247,606

売上総利益 791,266 785,967

販売費及び一般管理費 699,393 726,628

営業利益 91,872 59,339

営業外収益   

受取利息 1,212 1,134

受取配当金 11,995 14,131

受取賃貸料 1,403 1,248

その他 4,709 5,199

営業外収益合計 19,321 21,713

営業外費用   

支払利息 12,056 9,335

支払手数料 1,458 1,198

為替差損 14,270 5,022

その他 1,976 1,708

営業外費用合計 29,761 17,264

経常利益 81,431 63,788

特別損失   

固定資産除却損 104 2,975

特別損失合計 104 2,975

税金等調整前四半期純利益 81,327 60,813

法人税等 18,091 14,259

四半期純利益 63,235 46,553

親会社株主に帰属する四半期純利益 63,235 46,553
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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29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

四半期純利益 63,235 46,553

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,477 △40,808

為替換算調整勘定 △110,531 △199,143

退職給付に係る調整額 4,904 5,136

その他の包括利益合計 △129,104 △234,814

四半期包括利益 △65,868 △188,261

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △65,868 △188,261
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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。

 

（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）

　税金費用については、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。

　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。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会

計期間末日残高に含まれております。
  

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 11,259千円 5,290千円

支払手形 －千円 636千円
 
 

（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。）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29年４月１日
至　平成29年６月30日）

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

減価償却費 267,529千円 277,123千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月27日

定時株主総会
普通株式 87,527 25 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金

 

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。

 

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

定時株主総会
普通株式 87,518 25 平成30年３月31日 平成30年６月27日 利益剰余金

 

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29年４月１日　至　平成29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 4,374,191 400,582 2,887 4,777,661 4,777,661

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 4,374,191 400,582 2,887 4,777,661 4,777,661

セグメント利益 79,025 12,546 300 91,872 91,872

（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30年４月１日　至　平成30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 4,611,377 417,204 4,991 5,033,573 5,033,573

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 4,611,377 417,204 4,991 5,033,573 5,033,573

セグメント利益 46,354 13,166 △181 59,339 59,339

（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。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益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29年４月１日
至　平成29年６月30日）

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

１株当たり四半期純利益  18円06銭 13円30銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 （千円） 63,235 46,553

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
（千円） 63,235 46,553

普通株式の期中平均株式数 （株） 3,501,086 3,500,737

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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30年８月７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 小泉　　淳

 

　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30年４月１日から平成31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30年４月１日から平成

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