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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２四半期
連結累計期間

第64期
第２四半期
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９月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年９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) 9,767,179 10,201,748 20,368,662

経常利益 (千円) 175,507 64,743 309,630

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
(千円) 129,042 35,409 266,566

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 157,551 △167,095 473,230

純資産額 (千円) 11,262,202 11,235,470 11,490,114

総資産額 (千円) 22,786,624 22,640,730 23,266,111

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 36.86 10.11 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 (％) 49.4 49.6 49.4

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 496,677 245,178 1,431,159

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,017,407 △1,194,593 △1,162,274

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △390,605 △31,339 △513,710

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) 3,010,703 2,702,756 3,726,488

 

回次
第63期

第２四半期
連結会計期間

第64期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

自　平成30年７月１日
至　平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失(△)
(円) 18.80 △3.18

（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２四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２四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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、豪雨や地震など自然災害が相次いだものの、雇用・所得環境

の改善が続き、企業業績が堅調に推移するなど緩やかな回復基調で推移しました。一方、米中貿易摩擦の深刻化や地

政学的リスクの増大、株価の変動などが懸念され、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、国内販売は軽自動車を中心に堅調に推移したものの、生産台

数は前年同期に対し減少しました。海外では、米国で乗用車の販売が減少、中国の需要も減速傾向となっています。

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２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、国内および北米での自動車部品売上高の増加等によ

り10,201百万円（前年同四半期比4.4％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生産

安定化費用増等により64百万円（前年同四半期比65.0％減）となりました。経常利益は、64百万円（前年同四半期比

63.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、35百万円（前年同四半期比72.6％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9,358百万円（前年同四半期比4.4％増）、セグメント利益は36百万円（前年同四半期比76.6%減）と

なりました。

 

②　住宅

　売上高は833百万円（前年同四半期比5.1％増）、セグメント利益は28百万円（前年同四半期比0.4％減）とな

りました。

 

③　その他

　売上高は8百万円（前年同四半期比6.6％増）、セグメント利益は0百万円（前年同四半期比73.2％減）となり

ました。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は22,640百万円（前連結会計年度末比625百万円減）となりまし

た。

　このうち流動資産は9,998百万円（前連結会計年度末比1,007百万円減）となりました。これは主に原材料及び貯

蔵品が111百万円増加した一方、現金及び預金が1,023百万円減少したこと等によるものです。

　固定資産は12,642百万円（前連結会計年度末比381百万円増）となりました。これは主に投資有価証券が143百万

円、工具、器具及び備品が135百万円、機械装置及び運搬具が125百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債は11,405百万円（前連結会計年度末比370百万円減）となりました。

　このうち流動負債は7,759百万円（前連結会計年度末比765百万円減）となりました。これは主に短期借入金が

291百万円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金が570百万円、支払手形及び買掛金が216百万円それぞれ減

少したこと等によるものです。

　固定負債は3,645百万円（前連結会計年度末比394百万円増）となりました。これは主に退職給付に係る負債が47

百万円減少した一方、長期借入金が460百万円増加したこと等によるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は11,235百万円（前連結会計年度末比254百万円減）となりまし

た。これは主に為替換算調整勘定が212百万円減少したこと等によるものです。
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(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,702百万円（前年同四半期比307百万円減）となり

ました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは245百万円の収入（前年同四半期は496百万円の収入）となりました。これ

は主に仕入債務の減少が196百万円あった一方、減価償却費の計上が582百万円あったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは1,194百万円の支出（前年同四半期は1,017百万円の支出）となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出が1,048百万円、投資有価証券の取得による支出が341百万円あったこと

等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは31百万円の支出（前年同四半期は390百万円の支出）となりました。これ

は主に短期借入金の純増額が271百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が318百万円あったこと等による

ものです。

 

(4）経営方針・経営戦略等

　当第２四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。

 

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。

 

(6）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は6百万円です。

 

(7）従業員数

　当第２四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。

 

(8）生産、受注及び販売の実績

　当第２四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。

 

(9）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２四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２四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２四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 9,408,000

計 9,408,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年11月13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７月１日～

平成30年９月30日
－ 3,502,859 － 2,167,399 － 1,696,397
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋２丁目７－１ 210 6.00

株式会社陽栄 東京都中央区銀座７丁目14－16 180 5.15

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 130 3.73

株式会社プライムポリマー 東京都港区東新橋１丁目５－２ 119 3.40

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 91 2.61

三井物産プラスチック株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３－１ 80 2.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 70 2.00

黄聖博 東京都江戸川区 70 1.99

日本生命保険相互会社

 （常任代理人　日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目６－６

 （東京都港区浜松町２丁目11－３）
66 1.89

三井住友信託銀行株式会社

 （常任代理人　日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４－１

 （東京都中央区晴海１丁目８－11）
58 1.66

計 － 1,077 30.77

（注）１　上記、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

88千株であります。

２　上記、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数

は、34千株であります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９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） 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９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（％）

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 0.06

計 － 2,100 － 2,100 0.06

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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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２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９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２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,526,528 2,502,756

受取手形及び売掛金 ※ 4,450,087 ※ 4,399,657

電子記録債権 767,179 727,429

有価証券 199,960 200,000

商品及び製品 1,198,727 1,203,413

原材料及び貯蔵品 608,992 720,189

その他 254,079 244,957

流動資産合計 11,005,554 9,998,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,812,239 2,737,941

機械装置及び運搬具（純額） 1,869,041 1,994,764

工具、器具及び備品（純額） 762,692 898,129

土地 2,292,622 2,282,319

リース資産（純額） 115,894 110,116

建設仮勘定 1,319,578 1,400,849

有形固定資産合計 9,172,070 9,424,122

無形固定資産 456,587 429,613

投資その他の資産   

投資有価証券 1,212,723 1,356,292

繰延税金資産 917,189 928,018

保険積立金 113,673 117,506

その他 407,117 405,756

貸倒引当金 △18,803 △18,984

投資その他の資産合計 2,631,899 2,788,589

固定資産合計 12,260,557 12,642,325

資産合計 23,266,111 22,640,730
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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２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,390,456 ※ 4,173,550

短期借入金 1,865,402 2,156,436

1年内返済予定の長期借入金 1,164,137 593,757

リース債務 36,097 44,186

未払法人税等 97,096 57,462

賞与引当金 188,944 187,347

役員賞与引当金 2,387 1,193

その他 780,100 545,344

流動負債合計 8,524,622 7,759,278

固定負債   

長期借入金 1,277,738 1,737,791

リース債務 93,683 78,080

退職給付に係る負債 1,811,540 1,763,654

長期未払金 14,010 14,010

その他 54,403 52,444

固定負債合計 3,251,375 3,645,981

負債合計 11,775,997 11,405,259

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 6,080,473

自己株式 △2,549 △2,579

株主資本合計 10,674,473 10,622,335

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214,133 213,877

為替換算調整勘定 657,189 444,666

退職給付に係る調整累計額 △55,682 △45,408

その他の包括利益累計額合計 815,640 613,135

純資産合計 11,490,114 11,235,470

負債純資産合計 23,266,111 22,640,730
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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：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

売上高 9,767,179 10,201,748

売上原価 8,192,660 8,686,350

売上総利益 1,574,519 1,515,397

販売費及び一般管理費 ※ 1,389,110 ※ 1,450,499

営業利益 185,408 64,897

営業外収益   

受取利息 2,521 2,926

受取配当金 27,837 17,002

受取賃貸料 2,630 2,499

その他 6,109 23,360

営業外収益合計 39,098 45,790

営業外費用   

支払利息 25,770 36,919

支払手数料 6,529 5,825

為替差損 12,763 －

その他 3,936 3,200

営業外費用合計 48,999 45,944

経常利益 175,507 64,743

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,122

特別利益合計 － 2,122

特別損失   

固定資産除却損 1,905 4,914

減損損失 1,776 1,068

特別損失合計 3,681 5,983

税金等調整前四半期純利益 171,825 60,882

法人税等 42,783 25,472

四半期純利益 129,042 35,409

親会社株主に帰属する四半期純利益 129,042 35,409
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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：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

四半期純利益 129,042 35,409

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 101,121 △255

為替換算調整勘定 △82,421 △212,522

退職給付に係る調整額 9,808 10,273

その他の包括利益合計 28,508 △202,505

四半期包括利益 157,551 △167,095

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 157,551 △167,095
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30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 171,825 60,882

減価償却費 525,091 582,463

減損損失 1,776 1,068

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,468 △1,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 317 △1,193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 20,877 △33,087

貸倒引当金の増減額（△は減少） 797 181

受取利息及び受取配当金 △30,358 △19,929

支払利息 25,770 36,919

為替差損益（△は益） 12,919 208

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,122

固定資産除売却損益（△は益） 1,905 4,914

売上債権の増減額（△は増加） △9,528 74,681

仕入債務の増減額（△は減少） △175,397 △196,838

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,512 △133,183

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,247 △49,172

その他 △71,625 21,405

小計 531,573 345,897

利息及び配当金の受取額 30,420 19,820

利息の支払額 △18,730 △34,105

法人税等の支払額 △42,021 △86,433

事業構造改善費用の支払額 △4,564 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 496,677 245,178

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △893,338 △1,048,987

無形固定資産の取得による支出 △13,907 △2,777

投資有価証券の取得による支出 △106,768 △341,116

投資有価証券の売却による収入 － 202,122

その他 △3,392 △3,833

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,017,407 △1,194,593

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） － 271,069

長期借入れによる収入 112,340 200,000

長期借入金の返済による支出 △318,448 △318,070

割賦債務の返済による支出 △75,297 △76,032

自己株式の取得による支出 △194 △29

配当金の支払額 △87,173 △86,909

リース債務の返済による支出 △18,831 △17,866

その他 △3,000 △3,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △390,605 △31,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,611 △42,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △939,946 △1,023,732

現金及び現金同等物の期首残高 3,950,649 3,726,488

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,010,703 ※ 2,702,756
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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２四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。

　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２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 11,259千円 5,704千円

支払手形 －千円 599千円
 
 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

　　至　平成29年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日

　　至　平成30年９月30日）

給料 271,531千円 293,885千円

賞与引当金繰入額 51,914千円 52,919千円

退職給付費用 17,269千円 17,325千円

支払運賃 493,108千円 542,795千円

荷造包装費 23,589千円 23,496千円

支払手数料 91,028千円 83,010千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

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

現金及び預金勘定 2,810,703千円 2,502,756千円

有価証券勘定 199,999千円 200,000千円

現金及び現金同等物 3,010,703千円 2,702,756千円

 

EDINET提出書類

盟和産業株式会社(E02387)

四半期報告書

14/19



（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９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２四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２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

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11月７日

取締役会
普通株式 87,523 25 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９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２四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２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

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11月13日

取締役会
普通株式 87,517 25 平成30年９月30日 平成30年12月３日 利益剰余金

 

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２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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

    （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 8,965,430 793,324 8,425 9,767,179 9,767,179

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 8,965,430 793,324 8,425 9,767,179 9,767,179

セグメント利益 155,642 28,146 1,619 185,408 185,408

（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２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30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

    （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 9,358,999 833,766 8,982 10,201,748 10,201,748

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 9,358,999 833,766 8,982 10,201,748 10,201,748

セグメント利益 36,430 28,033 434 64,897 64,897

（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２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

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

１株当たり四半期純利益  36円86銭 10円11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) 129,042 35,409

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) 129,042 35,409

普通株式の期中平均株式数 (株) 3,501,049 3,500,731

（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】

　第64期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）中間配当については、平成30年11月13日開催の取締役会に

おいて、平成30年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。
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①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　87,517千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　25円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成30年12月３日
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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11月13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２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９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、四半期連結キャッシュ・フ

ロー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９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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。

 

EDINET提出書類

盟和産業株式会社(E02387)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	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
	３経営上の重要な契約等

	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
	②発行済株式

	（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
	②その他の新株予約権等の状況

	（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
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

