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1. 平成26年8月期第3四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年5月31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 ％

26年8月期第3四半期 27,424 9.0 1,709 11.9 1,764 △3.2 1,062 △0.3

25年8月期第3四半期 25,160 15.7 1,527 21.3 1,822 36.8 1,065 38.4

（注）包括利益 26年8月期第3四半期 1,132百万円 （△27.0％） 25年8月期第3四半期 1,550百万円 （90.9％）

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

26年8月期第3四半期 82.36 ―

25年8月期第3四半期 82.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第3四半期 29,408 16,206 54.8
25年8月期 28,007 15,562 55.3

（参考）自己資本 26年8月期第3四半期 16,117百万円 25年8月期 15,479百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

年間配当金

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

25年8月期 ― 17.00 ― 20.00 37.00
26年8月期 ― 18.00 ―

26年8月期（予想） 19.00 37.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 37,000 10.1 2,277 10.5 2,320 △0.7 1,330 3.2 103.08



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期
連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期3Q 14,415,319 株 25年8月期 14,415,319 株

② 期末自己株式数 26年8月期3Q 1,513,798 株 25年8月期 1,513,470 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期3Q 12,901,660 株 25年8月期3Q 12,902,373 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に円高の是正や株価の上昇が

進み、企業収益にも改善が見られるなど、景気は概ね回復基調で推移いたしました。海外では米国におい

て景気回復が進んでいるほか、長期にわたり低迷していた欧州景気が下げ止まりの傾向を見せはじめる一

方で、一部の新興国において経済成長の鈍化がみられるなど、予断を許さない状況が続きました。 

 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、海外では北米を中心に販売は好調に推

移しました。一方、国内販売におきましては、昨年９月以降、前年同月比で増加傾向にありましたが、消

費税率引き上げ後は、駆け込み需要の反動により前年同月比で減少傾向となりました。 

 このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における売上高は、主にアジア圏での自動車業界の設

備需要を取り込んだことにより、274億24百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

 また、経常利益につきましては、前年同期に比べ為替差益が大きく減少したことから17億64百万円（前

年同期比3.2％減）となり、四半期純利益は10億62百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

  

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。  

  

①日本 

国内自動車部品メーカー向けに、鍛造設備の売上を計上したことなどから、売上高は210億68百万

円（前年同期比9.7％増）となりました。セグメント利益につきましては12億56百万円（前年同期比

15.6％増）となりました。  

  

②米国 

前年同期は北米日系自動車メーカーにおける生産ラインの仕様変更に伴い溶接設備や治具等の設備

改造の売上を計上しましたが、今期はこうした大きなプロジェクトがなく、売上高は16億50百万円

（前年同期比25.8％減）となりました。セグメント利益につきましては45百万円（前年同期比26.7％

減）となりました。 

  

③アジア 

前年同期は中国日系自動車メーカーにおける生産ラインの仕様変更に伴いFAシステム機器の売上を

計上しましたが、今期はこうした大きなプロジェクトがありませんでした。一方、タイ日系自動車部

品メーカー向けに、溶接治具やロボットなど溶接設備一式の売上を計上したことなどから、売上高は

47億５百万円（前年同期比26.4％増）となりました。セグメント利益につきましては３億95百万円

（前年同期比12.3％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第３四半期連結会計期間の総資産は、294億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億１百万円

増加いたしました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ13億38百万円増加し、233億67百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が11億５百万円増加したほか、受取手形及び売掛金が４億９百万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62百万円増加し、60億41百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ６億75百万円増加し、125億52百万円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が４億71百万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81百万円増加し、６億48百万円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ６億44百万円増加し、162億６百万円となりました。 

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.3％から0.5ポイント低下し54.8％となりまし

た。 

  

平成26年８月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月15日に公表いたしました業績予想から変

更しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,189,326 10,294,891 

受取手形及び売掛金 9,551,353 9,960,781 

有価証券 199,910 － 

商品及び製品 1,819,351 1,958,658 

仕掛品 266,913 356,862 

原材料及び貯蔵品 263,900 282,677 

その他 737,732 513,524 

貸倒引当金 △6 － 

流動資産合計 22,028,481 23,367,395 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,733,226 1,629,978 

その他（純額） 2,534,989 2,585,990 

有形固定資産合計 4,268,215 4,215,969 

無形固定資産 54,940 107,891 

投資その他の資産   

投資有価証券 928,081 996,632 

その他 778,682 785,507 

貸倒引当金 △51,244 △64,768 

投資その他の資産合計 1,655,519 1,717,372 

固定資産合計 5,978,676 6,041,233 

資産合計 28,007,157 29,408,629 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,233,923 10,705,535 

未払法人税等 472,868 323,070 

引当金 186,323 138,133 

その他 984,703 1,386,174 

流動負債合計 11,877,819 12,552,913 

固定負債   

役員退職慰労引当金 266,138 284,715 

引当金 5,904 7,492 

その他 295,175 356,746 

固定負債合計 567,219 648,954 

負債合計 12,445,038 13,201,868 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,106 951,106 

資本剰余金 997,522 997,547 

利益剰余金 15,073,772 15,646,133 

自己株式 △1,135,873 △1,136,279 

株主資本合計 15,886,527 16,458,507 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 142,030 163,293 

土地再評価差額金 △567,976 △567,976 

為替換算調整勘定 18,430 63,180 

その他の包括利益累計額合計 △407,514 △341,502 

少数株主持分 83,106 89,755 

純資産合計 15,562,119 16,206,760 

負債純資産合計 28,007,157 29,408,629 
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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３四半期連結累計期間 

 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年５月31日) 

売上高 25,160,263 27,424,548 

売上原価 20,902,076 22,848,965 

売上総利益 4,258,186 4,575,582 

販売費及び一般管理費 2,730,240 2,866,408 

営業利益 1,527,946 1,709,174 

営業外収益   

受取利息 13,703 6,799 

受取配当金 4,504 6,748 

為替差益 249,567 20,709 

その他 36,558 38,358 

営業外収益合計 304,334 72,615 

営業外費用   

支払利息 4,981 － 

貸倒引当金繰入額 － 13,524 

その他 5,082 3,504 

営業外費用合計 10,064 17,028 

経常利益 1,822,216 1,764,761 

特別利益   

固定資産売却益 2,292 574 

投資有価証券売却益 500 － 

保険差益 22,288 － 

特別利益合計 25,080 574 

特別損失   

固定資産除売却損 30,828 4,036 

関係会社出資金評価損 62,060 － 

環境対策引当金繰入額 － 76,000 

特別損失合計 92,889 80,036 

税金等調整前四半期純利益 1,754,407 1,685,299 

法人税、住民税及び事業税 730,679 704,483 

法人税等調整額 △44,194 △85,711 

法人税等合計 686,485 618,771 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,067,922 1,066,528 

少数株主利益 2,073 3,903 

四半期純利益 1,065,848 1,062,624 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,067,922 1,066,528 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 180,904 21,262 

繰延ヘッジ損益 38 － 

為替換算調整勘定 301,727 44,749 

その他の包括利益合計 482,669 66,012 

四半期包括利益 1,550,591 1,132,540 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,539,338 1,125,809 

少数株主に係る四半期包括利益 11,252 6,731 
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年５月31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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント

合計      
（千円）日本         

（千円）
米国       

（千円）
アジア       
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 19,213,744 2,223,756 3,722,762 25,160,263

セグメント間の内部売上高又は
振替高

3,147,673 209,131 172,901 3,529,706

計 22,361,418 2,432,887 3,895,664 28,689,969

セグメント利益 1,086,851 62,585 352,641 1,502,078

 

利益
金額                          

（千円）

報告セグメント計 1,502,078

セグメント間取引消去 46,678

未実現利益の調整 △20,810

四半期連結損益計算書の営業利益 1,527,946
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年９月１日  至  平成26年５月31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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

  

報告セグメント

合計      
（千円）日本         

（千円）
米国       

（千円）
アジア       
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 21,068,705 1,650,695 4,705,146 27,424,548

セグメント間の内部売上高又は
振替高

3,102,930 266,798 274,808 3,644,537

計 24,171,636 1,917,494 4,979,954 31,069,085

セグメント利益 1,256,495 45,894 395,884 1,698,273

 

利益
金額                          

（千円）

報告セグメント計 1,698,273

セグメント間取引消去 28,770

未実現利益の調整 △17,869

四半期連結損益計算書の営業利益 1,709,174
 

㈱進和（7607）平成26年8月期 第3四半期決算短信

－9－


	短信サマリー
	短信3.pdf



