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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 16,567 ― 755 ― 514 ― 165 ―
20年8月期第2四半期 19,525 2.3 1,538 △15.4 1,556 △16.7 916 △6.8

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2四半期 12.80 ―
20年8月期第2四半期 71.03 ―

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2四半期 27,778 13,711 49.4 1,062.54
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2四半期  13,710百万円 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  無  
 

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 ― 17.00
21年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 29,430 ― 1,152 ― 962 ― 324 ― 25.11
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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、６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、６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、６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）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。 
３．平成21年８月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年１月13日に公表いたしました業績予想から修正しております。詳細につきましては、平
成21年４月７日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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2四半期 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2四半期  1,511,479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2四半期 12,904,158株 20年8月期第2四半期 12,905,645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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な経済・金融危機の影響を受け、

企業における受注環境や収益が悪化するなか、設備や雇用に過剰感が広がり資金繰りも厳しい状況になるなど、

国内景気の冷え込みは一段と深刻な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、こうした世界経済の混乱の影響で、国内外に

おける販売不振の煽りを受け、既設工場の一時操業停止や工場新設などの設備投資の縮小を進めるなど、在庫調

整や収益構造の改善に取り組まれております。 

このような状況のもと、当社グループは、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」を設置したほか、石油・化学、ゴム、製紙業界をメインユーザーとするメンテックセンタ

ー名古屋工場（豊田市）（（注）参照）においては、生産性向上を目的に高性能マシニングセンターを導入いたし

ました。また、当連結会計年度より新たに連結子会社となった煙台進和接合技術有限公司（中国・山東省）では、

プレート式熱交換器の一貫生産（ろう付加工事業にプレート材のプレス加工を追加）を開始したほか、新たに二

輪車用メタル製触媒の生産準備に着手するなど国内外の製造部門の強化に努めてまいりました。 

一方、海外事業の効率的な拡大を目的として当社にグローバル戦略委員会を設置し、機動的な意思決定および

経営資源の選択と集中の迅速化を図るなど当社グループの総合力の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 165 億 67 百万円となりました。    

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に加え、急激な円高に伴

う為替差損の計上や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などか

ら５億 14 百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、国内株式相場の下落による投資有価証券評価損の計上などから１億 65 百万円と

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準備に伴う溶接設備などの売上があったものの、国内および海外

日系自動車メーカーの生産規模または生産体制の見直しに伴い抵抗溶接機等の溶接機器の売上が減少したほか、

自動車部品メーカー向けはんだ付装置やはんだ材などのろう付機器・材料の売上も減少したことから、売上高

は 55 億 64 百万円となりました。 

 

産業機械 

米国自動車メーカー向けボディ搬送台車やボディパーツ昇降機の売上に加え、国内自動車メーカーに向けた

無段変速機組立ライン設備などの売上があったことから、売上高は 75 億 79 百万円となりました。 

 

ＦＡシステム 

国内自動車メーカーや海外日系自動車メーカーにおける新車種生産または増産の設備需要が少なく、生産管

理・指示システム、産業ロボットシステムおよび制御系端末機器の売上が減少したことから、売上高は 29 億 24

百万円となりました。 
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メンテナンスその他 

国内自動車メーカーが減産措置などの生産調整を実施したことに伴い、既設生産設備の移設・改修工事のほ

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４億 98 百万円となりました。 

 

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 

ハイブリッド自動車用電池メーカーの増産計画に伴う溶接設備のほか、国内自動車メーカーに向けた無段変

速機組立ライン設備の売上があったことから、売上高は 164 億 20 百万円、営業利益は８億 85 百万円となりま

した。 

 

米国 

北米における自動車の販売不振の影響により、日系自動車メーカーが工場の休業や操業停止などに踏み切り、

新設あるいは増産を目的とする設備需要が激減したことから、売上高は 11 億 86 百万円となりました。また、

こうした需要環境の悪化に伴い売上高や売上総利益率が低下したことなどから営業損失は１億１百万円となり

ました。 

 

アジア 

当連結会計年度より煙台進和接合技術有限公司が新たに連結対象となり、中国日系空調機メーカーに向けたプ

レート式熱交換器の売上があったものの、タイおよび南アフリカの日系自動車メーカーにおける新車種生産に

伴う設備需要が減少したほか、関連する機械、タイヤメーカーの設備需要やメンテナンス需要が激減したこと

から、売上高は５億 16 百万円となりました。また、受注環境の悪化を受け、売上高や売上総利益率が低下した

ことに加え、販売費及び一般管理費が増加したことから、19 百万円の営業損失となりました。 

 

 

（注）メンテックセンターでは、保有している肉盛溶接・溶射加工技術をもとに、石油・化学、ゴム、製紙業界
などで使用される押出機、射出成形機、混練機およびロータリーフィーダー等の機械装置のオーバーホール、
消耗部品の製作・補修を手掛けております。 近では、ユーザーの使用する原材料が、腐蝕性の高い溶剤か
ら磨耗の激しい固い原材料まで多種多様で、その用途に応じた対応が求められます。特に、肉盛溶接・溶射
加工は、表面改質技術のひとつで、耐磨耗、耐蝕、耐熱、絶縁などを目的に溶接や溶融金属を吹き付け、金
属の表面を異種金属、またはセラミックス等の皮膜で覆い長寿命化を図る技術であります。現在、当社では
名古屋、九州にある工場で、海外では SHINWA INTEC Co., Ltd.（タイ）において、こうした多様化するニー
ズに対応する体制を整備しております。 

 

 

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２四半期連結会計期間末の総資産は 277 億 78 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 24 億２百万円減

少いたしました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ 19 億 79 百万円減少し、209 億 52 百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が８億 44 百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が 31 億 91 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４億 22 百万円減少し、68 億 26 百万円となりました。これは主に、国内

株式相場の下落により投資有価証券が４億 82 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 19 億 71 百万円減少し、138 億 77 百万円となりました。これは主に、支
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払手形及び買掛金が 20億 81 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 10 百万円減少し、１億 90 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 19 百万円減少し、137 億 11 百万円となりました。これは主に、国

内株式相場の下落により、その他有価証券評価差額金が１億 68 百万円減少したほか、利益剰余金 75 百万円の減

少、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１億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 2.6 ポイント上昇し 49.4％となりました。 

 

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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 12 億１百万円の収入お

よび投資活動による26百万円の収入により、フリーキャッシュ・フローは12億 28百万円の収入となりました。   

また、財務活動により２億 96 百万円を支出した結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同

等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に対し９億８百万円増加し、66 億 20 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 

営業活動の結果得られた資金は、12 億１百万円となりました。これは主に、国内外の受注環境が著しく悪

化したことにより仕入債務が 23 億 46 百万円、法人税等の支払額が７億 34 百万円減少したものの、税金等調

整前四半期純利益４億 16 百万円および減価償却費１億 98 百万円の計上のほか、売上債権の減少により 32 億

37 百万円資金が増加したことに加え、前受金が４億９百万円増加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 

投資活動の結果得られた資金は、26 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などから１億 18 百万円、子会社出資金の取得により 63 百万円、長・短期貸

付金の貸付により 78 百万円の支出がありましたが、有形固定資産の売却により２億 56 百万円の収入があっ

たこと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 96 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億 95 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、世界的に景気後退は深刻さが増し、かつ長期化するものと考えられます。 

わが国経済においても、企業における設備や雇用に対する過剰感が一層高まり、収益構造は益々悪化するもの

と予想され、依然として国内景気は厳しい状況が続くものと思われます。 

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、世界的な景気の減速により、今後も自動車需

要の停滞が予想されるなか、工場の一時操業停止や減産措置など在庫調整や収益体制の再編には今しばらく時間

を要するものと思われます。 

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は前述のとおり、不透明な状況がなお続くものと予

想されることから、通期業績予想を修正いたしております。 

詳細につきましては、平成21年４月７日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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２四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。 

   （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２四半期連結累計期間(自 平成20年9月1日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

 

（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、商品及び原材料は主として総平均法による原

価法、製品及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、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、商品及び原材料は主として総平均法による原価法、製品及び

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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ44,756千円減少しておりま

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） 

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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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 6,620,914 5,776,823

受取手形及び売掛金 11,663,912 14,855,551

商品 1,175,237 1,170,823

製品 98,239 91,480

原材料 279,272 269,683

仕掛品 298,175 343,320

短期貸付金 38,400 －

その他 782,476 428,859

貸倒引当金 △4,454 △4,558

流動資産合計 20,952,174 22,931,983

固定資産   

有形固定資産 5,209,936 5,246,794

無形固定資産 44,214 20,894

投資その他の資産   

投資有価証券 1,027,164 1,509,410

長期貸付金 39,630 －

その他 507,639 473,736

貸倒引当金 △1,775 △1,650

投資その他の資産合計 1,572,658 1,981,497

固定資産合計 6,826,809 7,249,186

資産合計 27,778,984 30,181,169

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,142,404 14,224,082

未払法人税等 355,479 704,877

引当金 177,359 188,645

その他 1,202,260 731,739

流動負債合計 13,877,502 15,849,345

固定負債   

引当金 187,020 192,539

その他 3,302 8,434

固定負債合計 190,323 200,973

負債合計 14,067,826 16,050,318
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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) 

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 13,246,962 13,322,449

自己株式 △1,133,445 △1,132,321

株主資本合計 14,061,877 14,138,202

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,479 123,886

繰延ヘッジ損益 68 93

土地再評価差額金 △164,670 △90,809

為替換算調整勘定 △141,919 △40,920

評価・換算差額等合計 △351,000 △7,750

少数株主持分 281 398

純資産合計 13,711,158 14,130,850

負債純資産合計 27,778,984 30,181,169
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(2)【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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 16,567,414

売上原価 14,201,505

売上総利益 2,365,909

販売費及び一般管理費 1,610,060

営業利益 755,849

営業外収益  

受取利息 8,257

受取配当金 46,205

その他 39,639

営業外収益合計 94,102

営業外費用  

為替差損 198,162

デリバティブ評価損 131,420

その他 5,522

営業外費用合計 335,104

経常利益 514,847

特別利益  

固定資産売却益 33,303

貸倒引当金戻入額 1,476

その他 300

特別利益合計 35,081

特別損失  

投資有価証券評価損 70,386

減損損失 60,192

その他 2,465

特別損失合計 133,044

税金等調整前四半期純利益 416,883

法人税、住民税及び事業税 289,806

法人税等調整額 △38,063

法人税等合計 251,742

少数株主損失（△） △7

四半期純利益 165,148
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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 416,883

減価償却費 198,242

減損損失 60,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 544

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,814

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 181

受取利息及び受取配当金 △54,463

有形固定資産除売却損益（△は益） △30,988

投資有価証券評価損益（△は益） 70,386

デリバティブ評価損益（△は益） 131,420

ゴルフ会員権評価損 2,230

売上債権の増減額（△は増加） 3,237,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,086

仕入債務の増減額（△は減少） △2,346,692

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,572

前渡金の増減額（△は増加） △130,547

前受金の増減額（△は減少） 409,898

その他 △45,544

小計 1,881,846

利息及び配当金の受取額 54,317

法人税等の支払額 △734,544

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,201,618

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 △118,624

有形固定資産の売却による収入 256,226

無形固定資産の取得による支出 △11,538

投資有価証券の取得による支出 △2,581

子会社出資金の取得による支出 △63,014

短期貸付けによる支出 △38,400

長期貸付けによる支出 △39,630

差入保証金の回収による収入 1,139

ゴルフ会員権の取得による支出 △11,832

定期預金の預入による支出 △4,789

定期預金の払戻による収入 59,485

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,441

－ 10 －

㈱進和（７６０７）平成21年８月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

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 △1,613

自己株式の処分による収入 775

配当金の支払額 △295,675

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 △296,566

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 804,608

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 6,620,914
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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 15,074,559 1,028,105 464,750 16,567,414 ― 16,567,414

(2) セグメント間の 
        内部売上高

1,345,448 158,635 51,634 1,555,718 (1,555,718) ―

計 16,420,008 1,186,740 516,384 18,123,133 (1,555,718) 16,567,414

営業利益又は営業損失(△) 885,696 △101,194 △19,099 765,402 △9,553 755,849

(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）中間連結損益計算書 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 科    目 

金 額(千円) 

 

Ⅰ 売上高 19,525,525

Ⅱ 売上原価 16,373,730

   売上総利益 3,151,794

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,612,917

   営業利益 1,538,877

Ⅳ 営業外収益 60,946

Ⅴ 営業外費用 43,615

   経常利益 1,556,207

Ⅵ 特別利益 4,391

Ⅶ 特別損失 1,120

   税金等調整前中間純利益 1,559,478

   法人税等 642,690

   少数株主利益 74

   中間純利益 916,714
 

 

 

 (2) セグメント情報 
 【所在地別セグメント情報】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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 17,355,442 1,361,734 808,348 19,525,525 － 19,525,525

(2)セグメント間の内部売上高 1,274,933 277,717 7,061 1,559,711 △1,559,711 －

計 18,630,375 1,639,451 815,409 21,085,237 △1,559,711 19,525,525

 営 業 利 益 1,414,462 917 138,760 1,554,140 △15,262 1,538,877
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