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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22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 ％

22年8月期第2四半期 9,886 △40.3 164 △78.3 217 △57.8 34 △78.9
21年8月期第2四半期 16,567 ― 755 ― 514 ― 165 ―

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

22年8月期第2四半期 2.70 ―
21年8月期第2四半期 12.80 ―

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

22年8月期第2四半期 20,500 12,963 63.2 1,004.66
21年8月期 19,795 13,205 66.7 1,023.43

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  12,963百万円 21年8月期  13,205百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― 17.00 ― 18.00 35.00
22年8月期 ― 15.00
22年8月期 

（予想）
― 15.00 30.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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 25,000 △9.0 880 2.0 930 1.9 450 45.0 34.87
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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）  無  

(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 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 14,415,319株 21年8月期  14,415,319株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  1,512,126株 21年8月期  1,511,985株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 12,903,215株 21年8月期第2四半期 12,904,158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、中国をはじめとするアジア景気の回復を背景として、大手

の国内製造業を中心に生産や輸出は緩やかに回復してまいりました。しかしながらそうした民間企業においては、

企業収益は改善しつつも、設備に対する過剰感から設備投資には今なお慎重な姿勢を続けております。また、採

用削減や賃金カットなどの雇用調整を続ける企業も多く、雇用情勢の回復にも遅れが目立つなど、景気の本格的

な回復には時間を要す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、政府の新車購入支援策を背景とするエコカー

需要のほか、中国・インドなど新興国における新車需要の拡大など、自動車需要は好転の様相を呈してまいりま

した。しかしながら、昨年、北米で起きた大手自動車メーカーの自動車品質問題など今後の生産動向にも大きな

影響を与え得る課題も山積しており、同業界の事業環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、平成 21 年 10 月、中国山東省煙台市に、煙台進和接合技術有限公司

に続く二つ目の製造拠点「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」※を設立いたしました（現在、平成 22 年秋頃の

操業に向けて工場の建設中）。また、より品質の高い当社製品の供給の実現に努めることを目的に、平成 21 年９

月、「安全衛生管理課」を「品質・安全管理課」に改めたほか、平成 21 年 12 月には、自動車関連企業の集積化が

進む東北地方に、当社グループの特色でもある現場密着型営業の実現と需要の確保を目的として、「東北営業所」

を開設するなど、製造部門、営業部門の強化にも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、98億86百万円（前年同四半期比40.3％減）となりました。  

また、経常利益につきましては、２億 17 百万円（前年同四半期比 57.8％減）となり、四半期純利益は 34 百万

円（前年同四半期比 78.9％減）となりました。 

 

※煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司は、中国の日系ゴム、石油・化学業界が保有する設備をターゲットに、特殊肉盛溶接加

工技術を使ったメンテナンス事業およびオーバーホール事業を展開する予定であります。平成 21 年 10 月に法人設立登記が

完了し、現在、平成 22 年秋頃の操業開始を目指して工場を建設中であります。 

 

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工場新設に伴う設備投資が一服したほか、国内および海外日系自動車

メーカーにおいては工場や生産ラインの新設や増設にかかる設備需要がなく、抵抗溶接ガンやその附帯設備の

売上が減少したことや、自動車生産量の低迷に伴い、溶接材料やろう付材料の売上が減少したことから、売上

高は 44 億 14 百万円（前年同四半期比 20.7％減）となりました。 

 

産業機械 

国内自動車メーカーに向けた塗装ブースや、台湾半導体メーカー向け精密部品組付装置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における設備需要が低迷したことから、売上高は 39 億 64 百万円（前

年同四半期比 47.7％減）となりました。 

 

ＦＡシステム 

国内および海外日系自動車メーカーをはじめとする自動車関連産業の設備需要が激減し、生産管理・指示システムやケ

ーブルコネクターなどの売上が減少したことから、売上高は９億59百万円（前年同四半期比67.2％減）となりました。 
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メンテナンスその他 

国内および海外日系自動車メーカーにおける工場新設や新規生産ラインの敷設などが停滞し、設備投資意欲

の回復が見込まれないなか、既設機械設備の強化を目的とした補修工事や改造工事などの売上の効果により、

売上高は５億 47 百万円（前年同四半期比 9.7％増）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 

売上の増加やコスト削減などの影響により企業収益は回復しつつあるものの、国内製造業は設備投資に対する

過剰感を払拭しえず、工場の新設や増産に伴うシステム導入やライン敷設が減少いたしました。そのため、溶接

およびろう付機器、生産管理・指示システムや工程間搬送装置などの需要が減少し、売上高は94億 69百万円（前

年同四半期比 42.3％減）となりました。営業利益につきましては、売上総利益率が向上したほか、販売費及び一

般管理費の削減に努めてまいりましたが、売上高の減少が大きく響き、１億99百万円（前年同四半期比 77.4％減）

となりました。 

 

米国 

北米製造業における設備投資の減少幅は縮小したものの、日系自動車メーカーにおいては、北米における本

格的な自動車需要の回復まで至らず、設備増強、新車種生産のためのライン構築は見送られたことから、同メ

ーカーに向けた抵抗溶接ガンや各種省力化機械装置の需要が激減し、売上高は５億 79 百万円（前年同四半期比

51.2％減）となりました。一方、売上高は大幅に減少したものの、売上総利益率の向上や販売費及び一般管理

費の減少により 59 百万円の営業損失（前年同四半期は１億１百万円の営業損失）となりました。 

 

アジア 

中国、インドにおける景気刺激策の効果もあり、内需における景気回復がみられるものの、アジアも日本や米

国の例外ではなく、日系自動車メーカーの新車種生産立上げやモデルチェンジ、生産能力増強に伴う設備需要

が減少したことから、売上高は３億 85 百万円（前年同四半期比 25.3％減）となりました。営業利益につきまし

ては、売上総利益率の向上効果により、17百万円（前年同四半期は19百万円の営業損失）となりました。 
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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資産合計は205億円となり、前連結会計年度末に比べ７億４百万円増加いたしました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ７億86百万円増加し、139億 20百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が２億22百万円減少しましたが、現金及び預金が８億50百万円増加したこと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 81 百万円減少し、65 億 79 百万円となりました。これは主に、平成 22

年秋ごろの操業を予定しております当社の中国現地法人「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」に対する出資金 

が１億 30 百万円増加しましたが、減価償却などにより有形固定資産が１億 46 百万円減少、国内株式相場の低

迷により投資有価証券が 69 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９億 52 百万円増加し、70 億９百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金が９億 27 百万円増加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５百万円減少し、５億 27 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２億 42 百万円減少し、129 億 63 百万円となりました。これは主に、配

当金の支払いなどにより利益剰余金が１億 97 百万円減少したほか、長引く円高の影響から為替換算調整勘定が

30 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 66.7％から 3.5 ポイント減少し 63.2％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 13億５百万円の収入およ

び投資活動による２億16百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは10億 88百万円の収入となりました。 

また、財務活動により２億 23 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比べ８億 50 百万円増加し、57 億 78 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、13 億５百万円（前年同四半期に比べ１億３百万円の収入増）となりまし

た。これは主に、仕入債務の増加額 10 億２百万円と売上債権の減少額２億 12 百万円により資金が増加した

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 

投資活動の結果使用した資金は、２億 16百万円（前年同四半期は 26百万円の収入）となりました。これは

主に、米国現地子会社に対する新会計システムの導入等、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出

97 百万円や、当社中国現地法人「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」に対する出資金として、１億 30 百万

円を支出し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 23 百万円（前年同四半期に比べ 72 百万円の支出減）となりました。

これは主に、配当金の支払額２億 23 百万円によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成 22 年１月 12 日発表の数値に変更はありません。 

 

 

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） 

   該当事項はありません。 

 

（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 

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 

   該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,778,586 4,928,186

受取手形及び売掛金 6,749,951 6,972,398

商品及び製品 466,375 432,046

仕掛品 248,441 175,435

原材料及び貯蔵品 297,496 253,347

その他 445,181 438,113

貸倒引当金 △65,141 △64,679

流動資産合計 13,920,891 13,134,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,174,899 2,266,936

その他（純額） 2,852,157 2,906,631

有形固定資産合計 5,027,056 5,173,568

無形固定資産 80,484 89,930

投資その他の資産   

投資有価証券 1,149,306 1,218,874

その他 324,749 180,021

貸倒引当金 △2,449 △1,850

投資その他の資産合計 1,471,605 1,397,046

固定資産合計 6,579,146 6,660,546

資産合計 20,500,038 19,795,394

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,392,271 5,465,100

未払法人税等 118,858 54,141

引当金 149,817 148,999

その他 348,439 388,956

流動負債合計 7,009,386 6,057,197

固定負債   

引当金 190,982 195,602

その他 336,177 336,761

固定負債合計 527,160 532,364

負債合計 7,536,546 6,589,561
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21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 997,392 997,293

利益剰余金 12,974,281 13,171,651

自己株式 △1,134,354 △1,134,087

株主資本合計 13,788,425 13,985,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,812 △30,340

土地再評価差額金 △610,061 △610,061

為替換算調整勘定 △170,253 △139,960

評価・換算差額等合計 △825,128 △780,362

少数株主持分 194 231

純資産合計 12,963,491 13,205,832

負債純資産合計 20,500,038 19,795,394
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 16,567,414 9,886,207

売上原価 14,201,505 8,321,671

売上総利益 2,365,909 1,564,536

販売費及び一般管理費 1,610,060 1,400,232

営業利益 755,849 164,303

営業外収益   

受取利息 8,257 8,233

受取配当金 46,205 23,883

デリバティブ評価損戻入 － 16,320

受取賠償金 － 14,291

その他 39,639 15,599

営業外収益合計 94,102 78,327

営業外費用   

為替差損 198,162 21,911

デリバティブ評価損 131,420 －

その他 5,522 3,211

営業外費用合計 335,104 25,123

経常利益 514,847 217,508

特別利益   

固定資産売却益 33,303 2,841

貸倒引当金戻入額 1,476 1,921

その他 300 －

特別利益合計 35,081 4,762

特別損失   

投資有価証券評価損 70,386 64,464

減損損失 60,192 －

製品補償損失 － 8,060

その他 2,465 649

特別損失合計 133,044 73,175

税金等調整前四半期純利益 416,883 149,095

法人税、住民税及び事業税 289,806 103,854

過年度法人税等 － 37,272

法人税等調整額 △38,063 △26,921

法人税等合計 251,742 114,204

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 1

四半期純利益 165,148 34,889
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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20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 416,883 149,095

減価償却費 198,242 185,875

減損損失 60,192 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 544 1,088

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,814 8,418

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,100 △7,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,700 △4,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） 181 200

受取利息及び受取配当金 △54,463 △32,116

有形固定資産除売却損益（△は益） △30,988 △2,791

為替差損益（△は益） － △235

投資有価証券評価損益（△は益） 70,386 64,464

デリバティブ評価損益（△は益） 131,420 △16,320

ゴルフ会員権評価損 2,230 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,237,573 212,986

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,086 △167,927

仕入債務の増減額（△は減少） △2,346,692 1,002,937

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,572 △80,741

前渡金の増減額（△は増加） △130,547 7,374

前受金の増減額（△は減少） 409,898 3,439

その他 △45,544 24,361

小計 1,881,846 1,347,688

利息及び配当金の受取額 54,317 33,228

法人税等の支払額 △734,544 △75,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,201,618 1,305,115

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 △118,624 △39,396

有形固定資産の売却による収入 256,226 12,187

無形固定資産の取得による支出 △11,538 △57,645

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 △130,391

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 1,141

差入保証金の差入による支出 － △2,551

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 △216,655
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 △421

自己株式の処分による収入 775 253

配当金の支払額 △295,675 △223,768

少数株主への配当金の支払額 △54 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,566 △223,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126,885 △14,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 804,608 850,400

現金及び現金同等物の期首残高 5,712,274 4,928,186

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 5,778,586
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該当事項なし 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

当社グループは、主として製造業における生産設備および資材の製造、販売、メンテナンスを営んで

おりますが、同事業の売上高、営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 
前第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） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

 
(注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。前第１四半期連結累計期間より中国子会社で 

ある煙台進和接合技術有限公司が連結子会社となりましたが、重要性が乏しいためタイとともに「アジア」

として表示しております。 

    ２ アジアの内訳は次のとおりであります。   

    アジア    … 中国、タイ 

    ３ 会計処理の方法の変更 

         前第２四半期連結累計期間 

       （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、第１四半期

連結累計期間より「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)を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益が日本で40,601千円減少し、営業

損失が米国で1,149千円、アジアで3,005千円それぞれ増加しております。 

(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

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 9,128,804 421,699 335,703 9,886,207 ― 9,886,207

(2) セグメント間の 
        内部売上高

340,813 157,501 49,958 548,273 (548,273) ―

計 9,469,617 579,201 385,661 10,434,480 (548,273) 9,886,207

営業利益又は営業損失(△) 199,980 △59,228 17,447 158,199 6,104 164,303
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【海外売上高】 

前第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） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

 
(注)１  地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２  各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1)アジア      …  中国、台湾、タイ他 

     (2)北米       …  米国、メキシコ、カナダ 

     (3)その他      …  英国、南アフリカ、ベルギー他 

    ３  海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項なし 

  

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,492,828 1,405,408 402,659 3,300,896

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 16,567,414

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.0 8.5 2.4 19.9

アジア 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,142,600 499,120 224,781 1,866,502

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 9,886,207

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.6 5.0 2.3 18.9

(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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