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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30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 ％

21年8月期第1四半期 9,112 △4.1 538 △35.4 406 △51.7 161 △66.9
20年8月期第1四半期 9,497 △5.7 833 △7.3 842 △7.2 487 △4.3

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

21年8月期第1四半期 12.52 ―
20年8月期第1四半期 37.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期第1四半期 28,961 13,702 47.3 1,061.81
20年8月期 30,181 14,130 46.8 1,095.01

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  13,701百万円 20年8月期  14,130百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 22.00 ― 23.00 45.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 17.00 ― 18.00 35.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期連結累計期間 17,380 △11.0 797 △48.2 629 △59.6 351 △61.7 27.20
通期 32,200 △22.3 1,436 △58.4 1,322 △62.7 728 △66.1 56.42

4.  その他 
(1) 期中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）  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予想は、本資料の発表日において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 煙台進和接合技術有限公司 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  14,415,319株 20年8月期  14,415,319株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  1,511,124株 20年8月期  1,510,950株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  12,904,234株 20年8月期第1四半期  12,906,093株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を起因とした世界経済の減速により、民間

企業の設備投資意欲は低迷し、雇用・所得環境も悪化するなど、景気は後退色の強いものとなってまいりました。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、世界的な景気減速による自動車需要の低迷を

受け、工場新設の延期や既設工場の一時操業停止など大規模な生産体制の見直しをはじめとした収益構造の改善

に取り組んでおります。 

 このような状況のもと、当社グループは、平成 20年９月、航空・宇宙に係る事業基盤の更なる強化を目的とし

て、製造部門「航空宇宙機器センター」を設置いたしました。さらに、当第１四半期連結会計期間より新たに連

結子会社となる煙台進和接合技術有限公司（中国・山東省）においては、前連結会計年度に増設した工場で、プ

レート式熱交換器の一貫生産（従来のろう付加工事業にプレート材のプレス工程を追加）を開始したほか、新た

に２輪車用メタル製触媒の生産準備に着手するなど製造部門の強化にも努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は 91 億 12 百万円（前年同期比 4.1％減）となりました。    

また、経常利益につきましては、売上高および利益率の低下による売上総利益の減少や販売費及び一般管理費

の増加に加え、日経平均リンク債の時価評価が著しく低下したことによるデリバティブ評価損の計上、急激な円

高推移による為替差損の計上などから４億６百万円（前年同期比 51.7％減）となり、四半期純利益は１億 61 百万

円（前年同期比 66.9％減）となりました。 

  

これを品目別にご説明すると、以下のとおりであります。  

 

金属接合 

ハイブリッド自動車用電池メーカーの増産に伴う溶接設備などの売上があったものの、北米・欧州など海外

において日系自動車メーカーが工場新設や増産体制拡充に向けた施策を見直したことによる設備需要の減少に

伴い、売上高は 33 億 61 百万円となりました。 

 

産業機械 

日系自動車メーカーの工場新設などの設備需要が減少したものの、国内における自動車メーカーや自動車部

品メーカーに向けた組付装置および洗浄機などの各種省力化機械装置の売上があったことから、売上高は 39 億

22 百万円となりました。 

 

ＦＡシステム 

自動車メーカーの国内外における工場新設および増産投資の見直しに伴い、生産管理・指示システムやケー

ブルコネクターの需要が減少したことから、売上高は 15 億 14 百万円となりました。 

 

メンテナンスその他 

国内自動車メーカーに向けた既設生産設備の移設・改造工事のほか、設備消耗部品の交換工事が減少したこ

とから、売上高は３億 12 百万円となりました。 
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所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。  

 

日本 

国内産業の設備需要が減少したものの、ハイブリッド自動車用電池メーカー向け溶接設備や国内自動車メー

カー向け省力化機械装置の売上があったことから、売上高は 90億 75 百万円、営業利益は５億 69 百万円となり

ました。 

米国 

金融危機の影響を受け、米国内産業の設備投資意欲が薄れるなか、主に米国およびカナダにおける日系自動

車メーカー向けに溶接機器および附帯機器の売上がありましたが、売上高は４億 43 百万円にとどまりました。

また、販売費及び一般管理費の増加による利益の圧迫に伴い、営業損失は 26 百万円となりました。 

 

アジア 

タイの日系自動車メーカーに向けたプレス間無人搬送装置や車体測定用ソフトウェアの売上があったほか、中

国の日系空調機メーカー向けプレート式熱交換器の売上があったことから、売上高は３億円となりました。し

かしながら、利益率の低下による売上総利益の減少に併せて、販売費及び一般管理費の増加に伴い、18 百万円

の営業損失となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結財政状態 

当第１四半期末の総資産は 289 億 61 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 12 億 20 百万円減少いたしまし

た。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ９億円減少し、220 億 31 百万円となりました。これは主に、法人税等の

支払により現金及び預金が５億 76 百万円減少したことなどによるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ３億 19 百万円減少し、69 億 29 百万円となりました。これは主に、時価

の下落により投資有価証券が４億 45 百万円減少したことによるものであります。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ７億 76 百万円減少し、150 億 72 百万円となりました。これは主に、前受

金が１億 70百万円、未払金が 92 百万円、賞与引当金が１億 28百万円、それぞれ増加しましたが、支払手形及

び買掛金が６億 77 百万円減少したほか、未払法人税等が４億 74 百万円減少したことによるものであります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ 14 百万円減少し、１億 86 百万円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ４億 28 百万円減少し、137 億２百万円となりました。これは主に、投

資有価証券の時価の下落により、その他有価証券評価差額金が１億 93 百万円減少したほか、世界的金融不安に

よる為替変動の影響から、為替換算調整勘定が 81 百万円減少したことによるものであります。 

  以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の 46.8％から 0.5 ポイント減少し 47.3％となりました。 
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（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による２億 19 百万円の支出お

よび投資活動による 94 百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは３億 13 百万円の支出となりました。   

また、財務活動により２億 55 百万円を支出した結果、当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等

物の四半期末残高は、前連結会計年度末に対し５億 71 百万円減少し、51 億 40 百万円となりました。 

 

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は、２億 19 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益３

億 47 百万円および減価償却費１億３百万円の計上により資金が増加したものの、法人税等の支払額７億 14

百万円により資金が減少したことによるものであります。 

 

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、94 百万円となりました。これは主に、煙台進和接合技術有限公司の工場

増設に伴う有形固定資産の取得に係る支出 66 百万円によるものであります。 

 

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は２億 55 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億 54 百万円

によるものであります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、世界的な金融市場の混乱が長引くなかで、わが国経済は、企業収益や設備投

資、さらには雇用情勢などの悪化により、景気後退の様相が色濃くなるものと思われます。 

当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、かかる景気後退の影響を受け世界的に自動

車需要が急減するなか、国内外における設備投資の先送りや既設工場の操業停止・生産調整に踏み切るなど、

収益改善の取り組みは一層厳しさを増すものと思われます。また、当社のユーザーである機械設備、部品、素

材メーカーなど幅広い産業分野においても、企業収益が悪化するものと予想されます。 

このような状況を踏まえ、当社グループを取巻く事業環境も益々厳しくなるものと予想されることから、業

績予想数値を以下のとおり見直しております。 

（第２四半期連結累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

20,686

百万円

1,635

百万円

1,699

百万円 

971 

円  銭

75  25

今回発表予想（Ｂ） 17,380 797 629 351 27  20

増減額（Ｂ－Ａ） △3,306 △838 △1,070 △620 ― 

増減率（％） △16.0 △51.3 △63.0 △63.9 ― 

（ご参考） 

前期第２四半期実績 

（平成20年８月期第２四半期） 
19,525 1,538 1,556

 
916 71  03
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（通期） 

 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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円

43,000

百万円

3,602

百万円

3,720

百万円 

2,154 

円  銭

166  92

今回発表予想（Ｂ） 32,200 1,436 1,322 728 56  42

増減額（Ｂ－Ａ） △10,800 △2,166 △2,398 △1,426 ― 

増減率（％） △25.1 △60.1 △64.5 △66.2 ― 

（ご参考） 

前期実績（平成20年８月期） 41,424 3,451 3,543
 

2,149 166  59

 

 

４．その他  

（１）期中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） 

   連結子会社 ４社 

煙台進和接合技術有限公司は、その重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に加

えております。 

 

（２）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用 

  ①簡便な会計処理 

   （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

     当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

   （固定資産の減価償却費の算定方法） 

固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算

に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

   （法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法） 

     法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測に経

営環境等の変化を加味して判断しております。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年9月1日 至 平成20年11月30日) 

該当事項はありません。 
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   会計処理基準に関する事項の変更 

   （重要な資産の評価基準および評価方法の変更） 

     たな卸資産 

     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品および原材料は主として総平均法によ

る原価法、製品および仕掛品は個別法による原価法（ろう付加工品については総平均法による原価法）

によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、商品および原材料は主として総平均法による

原価法、製品および仕掛品は個別法による原価法（ろう付加工品については総平均法による原価法）（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ47,677千円減少してお

ります。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

   （「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

      当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。この変更による営業利益、経常

利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,200,045 5,776,823

受取手形及び売掛金 14,049,639 14,855,551

商品 1,318,878 1,170,823

製品 115,264 91,480

原材料 318,631 269,683

仕掛品 412,501 343,320

その他 619,487 428,859

貸倒引当金 △2,535 △4,558

流動資産合計 22,031,913 22,931,983

固定資産   

有形固定資産 5,454,132 5,246,794

無形固定資産 36,685 20,894

投資その他の資産   

投資有価証券 1,063,414 1,509,410

その他 376,615 473,736

貸倒引当金 △1,625 △1,650

投資その他の資産合計 1,438,405 1,981,497

固定資産合計 6,929,223 7,249,186

資産合計 28,961,137 30,181,169
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,546,884 14,224,082

未払法人税等 230,134 704,877

引当金 292,375 188,645

その他 1,003,544 731,739

流動負債合計 15,072,938 15,849,345

固定負債   

引当金 182,858 192,539

その他 3,225 8,434

固定負債合計 186,083 200,973

負債合計 15,259,022 16,050,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,253 996,967

利益剰余金 13,205,315 13,322,449

自己株式 △1,133,001 △1,132,321

株主資本合計 14,020,673 14,138,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69,481 123,886

繰延ヘッジ損益 － 93

土地再評価差額金 △126,666 △90,809

為替換算調整勘定 △122,693 △40,920

評価・換算差額等合計 △318,840 △7,750

少数株主持分 281 398

純資産合計 13,702,114 14,130,850

負債純資産合計 28,961,137 30,181,169
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(2)【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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 9,112,018

売上原価 7,703,364

売上総利益 1,408,653

販売費及び一般管理費 870,210

営業利益 538,443

営業外収益  

受取利息 4,603

受取配当金 42,104

その他 30,774

営業外収益合計 77,483

営業外費用  

為替差損 83,012

デリバティブ評価損 123,680

その他 2,471

営業外費用合計 209,164

経常利益 406,762

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,528

特別利益合計 1,528

特別損失  

減損損失 60,192

その他 486

特別損失合計 60,679

税金等調整前四半期純利益 347,611

法人税、住民税及び事業税 252,379

法人税等調整額 △66,266

法人税等合計 186,112

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 161,504
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11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 347,611

減価償却費 103,711

減損損失 60,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,528

賞与引当金の増減額（△は減少） 128,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,825

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143

受取利息及び受取配当金 △46,708

有形固定資産売却損益（△は益） 462

デリバティブ評価損益（△は益） 123,680

ゴルフ会員権評価損 2,230

売上債権の増減額（△は増加） 873,526

たな卸資産の増減額（△は増加） △290,313

未収消費税等の増減額（△は増加） 856

仕入債務の増減額（△は減少） △913,189

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,986

前渡金の増減額（△は増加） △151,742

前受金の増減額（△は減少） 211,150

その他 28,651

小計 452,915

利息及び配当金の受取額 42,788

法人税等の支払額 △714,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,115

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 △75,221

有形固定資産の売却による収入 1,250

無形固定資産の取得による支出 △2,892

投資有価証券の取得による支出 △2,782

差入保証金の回収による収入 2,548

ゴルフ会員権の取得による支出 △12,536

定期預金の預入による支出 △4,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,422

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,169

自己株式の処分による収入 775

配当金の支払額 △254,559

少数株主への配当金の支払額 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,007

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △675,544

現金及び現金同等物の期首残高 5,712,274

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 104,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,140,761
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

  

【所在地別セグメント情報】 
当第１四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日) 

 
  

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

アジア  
(千円)

計
(千円)

消去又全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 8,487,488 354,910 269,619 9,112,018 ― 9,112,018

(2) セグメント間の 
        内部売上高

587,989 88,091 30,520 706,601 (706,601) ―

計 9,075,477 443,002 300,139 9,818,619 (706,601) 9,112,018

営業利益又は営業損失(△) 569,017 △26,279 △18,411 524,326 14,116 538,443

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」前四半期にかかる財務諸表 

 (1)（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成19年11月30日) 科    目 

金 額(千円) 

 

Ⅰ 売上高 9,497,562

Ⅱ 売上原価 7,912,325

   売上総利益 1,585,236

Ⅲ 販売費及び一般管理費 751,777

   営業利益 833,459

Ⅳ 営業外収益 12,478

Ⅴ 営業外費用 3,135

   経常利益 842,803

Ⅵ 特別利益 931

Ⅶ 特別損失 ―

   税金等調整前四半期純利益 843,734

   法人税等 356,006

   少数株主利益 38

   四半期純利益 487,689
 

 

 

 (2) セグメント情報 
 【所在地別セグメント情報】 
  前第１四半期累計期間(自 平成19年９月１日 至 平成19年11月30日) 

 
日本 

(千円) 

米国 

(千円) 

タイ 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

売 上 高   

(1)外部顧客に対する売上高 8,504,293 712,838 280,430 9,497,562 ― 9,497,562

(2)セグメント間の内部売上高 720,213 149,316 5,213 874,743 (874,743) ―

計 9,224,507 862,154 285,643 10,372,305 (874,743) 9,497,562

 営 業 利 益 779,386 17,708 51,312 848,407 (14,947) 833,459
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