
【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年８月12日

【四半期会計期間】 第８期第１四半期(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

【会社名】 信和株式会社

【英訳名】 Shinwa Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　則武　栗夫

【本店の所在の場所】 岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７

【電話番号】 0584－66－4411（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼経営企画部長　平澤　光良

【最寄りの連絡場所】 岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７

【電話番号】 0584－66－4436

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼経営企画部長　平澤　光良

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

 

 

EDINET提出書類

信和株式会社(E33834)

四半期報告書

 1/23



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７期

第１四半期
連結累計期間

第８期
第１四半期
連結累計期間

第７期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上収益 (千円) 2,756,850 3,884,363 13,885,758

税引前四半期利益又は
税引前利益

(千円) 188,377 453,924 1,784,142

親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益

(千円) 121,207 313,447 1,231,806

四半期(当期)包括利益 (千円) 120,810 313,756 1,253,788

親会社の所有者に帰属する持分 (千円) 13,255,996 13,900,915 14,379,305

資産合計 (千円) 20,844,053 21,505,758 22,236,842

基本的１株当たり
四半期(当期)利益

(円) 8.60 22.50 87.42

希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益

(円) 8.57 22.40 87.09

親会社所有者帰属持分比率 (％) 63.6 64.6 64.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 593,229 144,907 2,892,402

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △43,721 △282,134 △181,331

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △595,580 △864,018 △1,104,583

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

(千円) 3,073,952 3,739,207 4,738,197
 

(注) １．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているため、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．上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づ

いております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。

 

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当社グループ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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により社会活動の広範囲に

わたる制限が継続いたしました。企業収益や雇用情勢、個人消費などは持ち直しの動きや底堅さが見られる分野も

あるものの、波状的な動きを見せる感染状況とその抑制策や、感染力の強い変異株の出現など、予断を許さない状

況が継続しております。

 
当社製品の主な供給先である建設業界におきましては、国土交通省「建設総合統計」によると、2021年４月から

５月の建設投資総額は7.9兆円(前年同期比0.3％増)と、公共事業を中心とした底堅い動きが見られました。このよ

うな環境を背景に、主力製品であるくさび緊結式足場及び次世代足場を中心とした売上収益が堅調に推移いたしま

した。また物流機器部門においては、経済および企業活動の回復基調に伴い、輸送用機器の需要が高まりました。

利益面におきましては、安全措置資材など付加価値の高い製品への需要が継続しつつ、仮設資材、物流機器とも

に販売が回復したことが収益性の改善に寄与いたしました。コスト面におきましては、当社製品の主要な原材料で

ある鋼材価格の上昇が想定どおりに推移していることや、楽観視できない経済環境が継続していることを踏まえ、

多面的なコスト削減、支出抑制に取り組みました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益率は

12.1％(前年同期比4.7ポイント改善)となりました。

 
以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上収益は3,884百万円(前年同期比40.9％増)、営業利益は471

百万円(前年同期比130.1％増)、税引前四半期利益は453百万円(前年同期比141.0％増)、親会社の所有者に帰属する

四半期利益は313百万円(前年同期比158.6％増)となりました。

 
なお、当社グループは単一の事業セグメントであるため、以下では各部門の売上収益について記述しておりま

す。

 
①　仮設資材部門

仮設資材部門においては、不透明な状況の中にあっても、建設工事に回復基調が見られることを背景に、主力

製品であるくさび緊結式足場及び次世代足場の需要が堅調に推移しました。また、工事現場の安全性向上を目的

とした安全措置資材の需要が引き続き高い中、作業性に優れる当社製品への引き合い及び販売が堅調に推移しま

した。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における仮設資材部門の売上収益は3,037百万円(前年同期比32.6％

増)となりました。

 
②　物流機器部門

物流機器部門においては、新型コロナウイルス感染症からの立ち直り基調に伴い、各種産業の生産活動や物流

量の活発化が見られました。これらを背景に、新規案件の獲得やリピート案件の伸長など、堅調に推移しまし

た。また、大手Ｅコマース企業向けの大型倉庫関連案件も安定的に獲得いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における物流機器部門の売上収益は847百万円(前年同期比81.7％増)

となりました。
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  (単位：千円)

製品及びサービスの名称
前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

仮設資材

くさび緊結式足場 1,180,886 1,794,255

次世代足場 391,667 519,618

その他の仮設資材 718,133 723,400

（小計） 2,290,686 3,037,273

物流機器

パレット 466,163 847,089

（小計） 466,163 847,089

合計 2,756,850 3,884,363
 

 
(2) 財政状態の分析

(資産)

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は8,400百万円となり、前連結会計年度末に比べ890百万円減少しまし

た。この主な要因は、現金及び現金同等物が998百万円減少したためであります。また、非流動資産は13,105百万円

となり、前連結会計年度末に比べ159百万円増加しました。この主な要因は、有形固定資産が187百万円増加したた

めであります。この結果、資産合計は21,505百万円となり、前連結会計年度末に比べ731百万円減少しました。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は2,212百万円となり、前連結会計年度末に比べ216百万円減少しまし

た。この主な要因は、営業債務及びその他の債務が304百万円増加した一方、未払法人所得税が431百万円減少した

ためであります。また、非流動負債は5,329百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円減少しました。この結

果、負債合計は7,541百万円となり、前連結会計年度末に比べ251百万円減少しました。

(資本)

当第１四半期連結会計期間末の資本合計は13,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ479百万円減少しまし

た。この主な要因は、自己株式の取得299百万円や親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上313百万円、配当の

実施493百万円によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会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

998百万円減少し3,739百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは144百万円となり、前年同四半期と比べ

448百万円減少しました。主な収入要因は、税引前四半期利益453百万円、減価償却費及び償却費146百万円であり、

主な支出要因は、法人所得税の支払額599百万円、営業債権及びその他の債権の増加73百万円、棚卸資産の増加69百

万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は282百万円となり、前年同四半期と比べ238百

万円増加しました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出282百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は864百万円となり、前年同四半期と比べ268百

万円増加しました。主な支出要因は、配当金による支出479百万円、自己株式の取得による支出299百万円でありま

す。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 
(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(6) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

に著しい変更はありません。

 
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また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 55,153,600

計 55,153,600
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日
現在発行数(株)
(2021年８月12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 14,103,000 14,103,000
東京証券取引所
名古屋証券取引所
(市場第一部)

完全議決権であり、権利
内容に何ら限定のない当
社における標準となる株
式であり、単元株式は
100株であります。

計 14,103,000 14,103,000 ― ―
 

 

(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)

2021年６月30日 ― 14,103,000 ― 153,576 ― 53,576
 

 

(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】

① 【発行済株式】

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ないため、直前

の基準日(2021年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 
   2021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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

140,974
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株
式数は100株であります。

14,097,400

単元未満株式 普通株式 5,600
 

― ―

発行済株式総数 14,103,000 ― ―

総株主の議決権 ― 140,974 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

なお、2021年５月13日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期会計期間において、自己株式380,000株を取

得しております。この結果、当第１四半期会計期間末日現在における自己株式数は380,000株、発行済株式総数に

対する所有株式数の割合は2.69％となっております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、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．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約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、以下「四半期連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下

「IAS第34号」)に準拠し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(2021年４月１日から2021年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)に係る要約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 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：千円)

 注記
前連結会計年度
(2021年３月31日)

 
当第１四半期連結会計期間

(2021年６月30日)

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  4,738,197  3,739,207

営業債権及びその他の債権  3,006,431  3,037,996

棚卸資産  1,483,489  1,553,695

その他の流動資産  62,739  69,465

流動資産合計  9,290,857  8,400,364

     

非流動資産     

有形固定資産 7 2,054,202  2,241,679

使用権資産  380,906  354,010

のれん 8 9,221,769  9,221,769

無形資産 8 1,237,608  1,235,954

その他の金融資産 11 41,194  40,922

その他の非流動資産  10,303  11,057

非流動資産合計  12,945,985  13,105,394

資産合計  22,236,842  21,505,758
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(単位：千円)

 注記
前連結会計年度
(2021年３月31日)

 
当第１四半期連結会計期間

(2021年６月30日)

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務  803,637  1,107,933

借入金 9,11 581,206  525,182

未払法人所得税  593,931  162,571

その他の金融負債  92,854  91,551

その他の流動負債  357,363  325,024

流動負債合計  2,428,993  2,212,263

     

非流動負債     

借入金 9,11 4,717,504  4,720,593

引当金  45,518  45,523

その他の金融負債  293,969  271,198

繰延税金負債  303,835  288,245

その他の非流動負債  3,900  3,900

非流動負債合計  5,364,727  5,329,461

負債合計  7,793,721  7,541,725

     

資本     

資本金  153,576  153,576

資本剰余金  6,969,569  6,969,569

利益剰余金  7,252,148  7,071,990

自己株式  －  △299,239

その他の資本の構成要素  4,010  5,018

親会社の所有者に帰属する
持分合計

 14,379,305  13,900,915

非支配持分  63,816  63,117

資本合計  14,443,121  13,964,033

負債及び資本合計  22,236,842  21,505,758
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約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)

 注記
前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

売上収益 5,6 2,756,850  3,884,363

売上原価  △2,089,839  △2,947,793

売上総利益  667,011  936,569

     

販売費及び一般管理費  △474,335  △467,712

その他の収益  14,520  3,482

その他の費用  △2,116  △392

営業利益  205,080  471,947

     

金融収益  20  191

金融費用  △16,723  △18,215

税引前四半期利益  188,377  453,924

法人所得税費用  △67,060  △142,144

四半期利益  121,317  311,779

     

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  121,207  313,447

非支配持分  110  △1,667

四半期利益  121,317  311,779

     

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益(円) 12 8.60  22.50

希薄化後１株当たり四半期利益(円) 12 8.57  22.40
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【要約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)

 注記
前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

四半期利益  121,317  311,779

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられる可能性がある項目：     

在外営業活動体の外貨換算差額  △506  1,976

純損益に振り替えられる可能性がある項目
合計

 △506  1,976

税引後その他の包括利益  △506  1,976

四半期包括利益合計  120,810  313,756
     

     

四半期包括利益合計額の帰属     

親会社の所有者  120,942  314,455

非支配持分  △131  △699

四半期包括利益合計  120,810  313,756
     

 

 

EDINET提出書類

信和株式会社(E33834)

四半期報告書

12/23



(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第１四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

     その他の資本の構成要素 (単位：千円)

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金
在外営業活
動体の外貨
換算差額

その他の
資本の構成
要素合計

親会社の
所有者に帰属
する持分合計

非支配持分 資本合計

2020年４月１日残高  150,125 6,951,814 6,640,266 △1,534 △1,534 13,740,672 47,378 13,788,051

四半期利益  － － 121,207 － － 121,207 110 121,317

その他の包括利益  － － － △265 △265 △265 △241 △506

四半期包括利益合計  － － 121,207 △265 △265 120,942 △131 120,810

配当金 10 － － △619,924 － － △619,924 － △619,924

株式報酬取引  － 14,306 － － － 14,306 － 14,306

所有者との
取引額等合計

 － 14,306 △619,924 － － △605,618 － △605,618

2020年６月30日残高  150,125 6,966,121 6,141,549 △1,799 △1,799 13,255,996 47,247 13,303,243
          
 

 
当第１四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

      その他の資本の構成要素 (単位：千円)

 注記 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
在外営業活
動体の外貨
換算差額

その他の
資本の構成
要素合計

親会社の
所有者に帰属
する持分合計

非支配持分 資本合計

2021年４月１日残高  153,576 6,969,569 7,252,148 － 4,010 4,010 14,379,305 63,816 14,443,121

四半期利益  － － 313,447 － － － 313,447 △1,667 311,779

その他の包括利益  － － － － 1,007 1,007 1,007 968 1,976

四半期包括利益合計  － － 313,447 － 1,007 1,007 314,455 △699 313,756

自己株式の取得  － － － △299,239 － － △299,239 － △299,239

配当金 10 － － △493,605 － － － △493,605 － △493,605

所有者との
取引額等合計

 － － △493,605 △299,239 － － △792,844 － △792,844

2021年６月30日残高  153,576 6,969,569 7,071,990 △299,239 5,018 5,018 13,900,915 63,117 13,964,033
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

 注記
前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

 
当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期利益  188,377  453,924

減価償却費及び償却費  176,478  146,357

金融収益及び金融費用  16,702  18,023

固定資産処分損  －  0

株式報酬費用  14,306  －

棚卸資産の増減  263,216  △69,792

営業債権及びその他の債権の増減  382,448  △73,729

営業債務及びその他の債務の増減  △73,027  253,370

その他の増減  67,192  27,008

小計  1,035,695  755,163

利息及び配当金の受取額  20  191

利息の支払額  △9,657  △11,035

法人所得税の支払額  △432,829  △599,412

営業活動によるキャッシュ・フロー  593,229  144,907

     

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  △45,152  △282,208

無形資産の取得による支出  －  △200

その他  1,430  273

投資活動によるキャッシュ・フロー  △43,721  △282,134

     

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の返済による支出  －  △57,295

ファイナンス費用の支出  △3,481  △3,059

非支配持分からの払込による収入  32,447  －

配当金の支出  △600,697  △479,524

自己株式の取得による支出  －  △299,239

リース負債の返済による支出  △23,848  △24,898

財務活動によるキャッシュ・フロー  △595,580  △864,018

現金及び現金同等物の為替変動による影響  △386  2,254

現金及び現金同等物の増減額  △46,458  △998,990

現金及び現金同等物の期首残高  3,120,411  4,738,197

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,073,952  3,739,207
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(5) 【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

信和株式会社(以下「当社」)は日本で設立され、同国に本社を置いており、登記されている本社の所在地は岐阜県

海津市平田町仏師川字村中30番７です。本要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社(以下「当社グループ」)から

構成されます。当社グループは仮設資材及び物流機器の製造・販売を主な事業としております。

　

２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に定める「指定国際会計基準特

定会社」の要件を全て満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。

従って、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の当社グループ

の連結財務諸表とあわせて利用されるべきものであります。

　

(2) 測定の基礎

要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている資産・負債を除き、取得原価を基礎として測定しており

ます。

　

(3) 機能通貨及び表示通貨

要約四半期連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円(千円単位、単位未満切捨て)で表示しております。

　

３．重要な会計方針

当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表

において適用した会計方針と同一であります。

なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

　

４．見積り及び判断の利用

この要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額

に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、その性質上これらの見積り

及び仮定とは異なる結果となる場合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直し

た会計期間と将来の会計期間において認識されます。

経営者が行った要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財

務諸表について行ったものと同じであります。
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５．セグメント情報

当社グループは仮設資材及び物流機器の製造・販売を主な事業としており、報告セグメントは仮設資材及び物流機

器の製造・販売事業単一セグメントとなっています。

製品及びサービスごとの外部顧客への売上収益は、次のとおりであります。

  (単位：千円)

製品及びサービスの名称
前第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年６月30日)

仮設資材

くさび緊結式足場 1,180,886 1,794,255

次世代足場 391,667 519,618

その他の仮設資材 718,133 723,400

（小計） 2,290,686 3,037,273

物流機器

パレット 466,163 847,089

（小計） 466,163 847,089

合計 2,756,850 3,884,363
 

　

６．収益

当社グループは仮設資材及び物流機器の製造・販売を主な事業としており、製品の販売においては、顧客との契約

に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。

収益とセグメント売上収益との関連は、「５．セグメント情報」に記載の製品及びサービスごとの外部顧客への売

上収益と同一であります。

 
７．有形固定資産及びコミットメント

有形固定資産の取得及び除売却の金額は、前第１四半期連結累計期間においてそれぞれ、44,182千円、－千円、当

第１四半期連結累計期間においてそれぞれ、318,407千円、０千円であります。

有形固定資産の取得に関するコミットメントについては、前連結会計年度末、当第１四半期連結会計期間末におい

てそれぞれ、149,574千円、202,510千円であります。

 
８．企業結合により取得した資産及び耐用年数を確定できない商標権

当社グループののれん及び耐用年数を確定できない商標権について、毎期または減損の兆候がある場合にその都

度、減損テストを行っております。

当第１四半期連結累計期間において、のれん及び耐用年数を確定できない商標権の取得、処分及び減損の兆候はあ

りません。
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９．借入金

前連結会計年度末における借入金(１年内返済予定の借入金含む)5,213,939千円、当第１四半期連結会計期間末にお

ける借入金(１年内返済予定の借入金含む)5,217,533千円については、以下のとおり財務制限条項が付されておりま

す。これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められることがあります。

 

(1) 利益維持

各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が２期連続して損

失とならないようにすること。

 
(2) 純資産維持

各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年３月決算期末日における連結財

政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること。

 
10．配当

前第１四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

2020年５月15日
取締役会

普通株式 利益剰余金 619,924 44.00 2020年３月31日 2020年６月11日
 

 

当第１四半期連結累計期間(自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

2021年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 493,605 35.00 2021年３月31日 2021年６月10日
 

 
11．金融商品の公正価値

金融商品は、その公正価値の測定にあたって、その公正価値の測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルに分類しております。当該分類において、それぞれの公正価値のヒエ

ラルキーは、以下のように定義しております。

 
レベル１：同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値

レベル２：レベル１以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値

レベル３：観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

 
当社グループは、公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルを、公正価値の重要なインプットの最も低

いレベルによって決定しております。

以下の表では、金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値、並びにそれらの公正価値ヒエラルキーのレベルを

示しております。公正価値で測定されていない金融資産または金融負債の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値であ

る場合、それらの項目の公正価値に関する情報は、この表には含まれておりません。
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前連結会計年度
(2021年３月31日)

  
 

(単位：千円)

 
帳簿価額

 公正価値

  レベル１  レベル２  レベル３  合計

金融資産          

純損益を通じて公正価
値で測定する金融資産

         

ゴルフ会員権等
(注)１

6,990  －  6,990  －  6,990

合計 6,990  －  6,990  －  6,990

金融負債          

償却原価で測定する
金融負債

         

借入金(１年以内返済
予定含む)(注)２

5,213,939  －  5,213,939  －  5,213,939

合計 5,213,939  －  5,213,939  －  5,213,939
 

(注) １．ゴルフ会員権等は、活発でない市場における同一資産の市場価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベ

ル２に区分しております。

２．変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われており、公正価値が帳簿価額と近似してい

るため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。

３．現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、並びに短期借入金について

は、満期までの期間が短期であるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

４．レベル間の振替が行われた金融商品はありません。

 
当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

  
 

(単位：千円)

 
帳簿価額

 公正価値

  レベル１  レベル２  レベル３  合計

金融資産          

純損益を通じて公正価
値で測定する金融資産

         

ゴルフ会員権等
(注)１

6,990  －  6,990  －  6,990

合計 6,990  －  6,990  －  6,990

金融負債          

償却原価で測定する
金融負債

         

借入金(１年以内返済
予定含む)(注)２

5,217,533  －  5,217,533  －  5,217,533

合計 5,217,533  －  5,217,533  －  5,217,533
 

(注) １．ゴルフ会員権等は、活発でない市場における同一資産の市場価格によっており、公正価値ヒエラルキーレベ

ル２に区分しております。

２．変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われており、公正価値が帳簿価額と近似してい

るため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。

３．現金及び現金同等物、営業債権及びその他債権、営業債務及びその他の債務、並びに短期借入金について

は、満期までの期間が短期であるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

４．レベル間の振替が行われた金融商品はありません。
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12．１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

   

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
 至 2021年６月30日)

親会社の普通株主に帰属する四半期利益(千円) 121,207 313,447

希薄化後四半期利益(千円) 121,207 313,447

発行済普通株式の加重平均株式数(株) 14,089,200 13,929,992

希薄化後１株当たり四半期利益の算定に
用いられた普通株式の加重平均株式数(株)

14,147,379 13,992,174

基本的１株当たり四半期利益(円) 8.60 22.50

希薄化後１株当たり四半期利益(円) 8.57 22.40
 

 
13．重要な後発事象

該当事項はありません。

 
14．承認日

2021年８月12日に本要約四半期連結財務諸表は、取締役会によって承認されております。
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２ 【その他】

2021年５月13日開催の取締役会において、2021年３月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 493,605千円

②　１株当たりの金額 35円
 

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2021年６月10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
 

2021年８月12日

信和株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

名古屋事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 時 々 輪　　彰　　久 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 奥　　谷　　浩　　之 印

 

 
監査人の結論

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」に掲げられている信和株式会社の

2021年４月１日から2022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(2021年４月１日から2021年６月30日

まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわ

ち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持

分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「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」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、信和株式

会社及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政状態並びに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

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全ての重要な点において認められなかっ

た。

 
監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 
要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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。

要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約

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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財

務諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

・　要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す

る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子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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