
平成27年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成27年７月13日

上 場 会 社 名 株式会社進和 上場取引所 東・名

コ ー ド 番 号 7607 URL http://www.shinwa-jpn.co.jp/

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)根本哲夫

問合せ先責任者 (役職名)専務取締役管理本部長 (氏名)後藤博介 (TEL)(052)796-2533

四半期報告書提出予定日 平成27年７月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

　
(百万円未満切捨て)

１．平成27年８月期第３四半期の連結業績（平成26年９月１日～平成27年５月31日）

（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 ％

27年８月期第３四半期 35,690 30.1 2,502 46.4 2,656 50.5 1,721 62.0

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

(注) 包括利益 27年８月期第３四半期 2,278百万円 ( 101.2％) 26年８月期第３四半期 1,132百万円 (△27.0％)
　

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

27年８月期第３四半期 133.41 ―

26年８月期第３四半期 82.36 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年８月期第３四半期 34,546 18,342 52.8

26年８月期 30,972 16,602 53.3

(参考) 自己資本 27年８月期第３四半期 18,233百万円 26年８月期 16,512百万円
　

２．配当の状況

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

26年８月期 ― 18.00 ― 21.00 39.00

27年８月期 ― 22.00 ―

27年８月期(予想) 23.00 45.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年８月期の連結業績予想（平成26年９月１日～平成27年８月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 46,500 25.6 2,950 30.4 3,140 34.2 1,970 39.9 152.72
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ― 社 (社名) 、除外 ― 社 (社名)

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年８月期３Ｑ 14,415,319株 26年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 27年８月期３Ｑ 1,514,289株 26年８月期 1,513,759株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年８月期３Ｑ 12,901,304株 26年８月期３Ｑ 12,901,660株

　

※ 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。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策による円安の進行や株

価の上昇を背景に、企業収益や雇用環境の改善、設備投資の増加など緩やかな景気の回復傾向を持続いたしました。

　海外では中国をはじめとする新興国経済の伸び悩みが見られますが、米国経済は堅調に推移しており、先進国を

中心に回復基調で推移いたしました。

　当社グループの主要ユーザーである自動車業界は、国内においてはエコカー減税基準厳格化や軽自動車税増税に

伴い需要が減少いたしましたが、設備の老朽化更新や合理化・効率化投資及び次世代自動車開発への投資が高水準

で推移しており、また、海外においては特に米国自動車販売市場が好調であり、北米を中心に設備投資が堅調に推

移いたしました。

　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、356億90百万円（前年同期比30.1％増）とな

りました。また、経常利益につきましては、26億56百万円（前年同期比50.5％増）となり、四半期純利益は17億

21百万円（前年同期比62.0％増）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。なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を

変更しており、以下の前年同四半期比較については前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数

値で比較しております。詳細につきましては、「３．四半期連結財務諸表 （３）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（セグメント情報等）Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成26年９月１日 至 平成27年５月31日）」の

「３．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

①日本

国内自動車メーカー向け新車種生産ラインの生産設備や溶接機の売上を計上したことなどから、売上高は270億39

百万円（前年同期比28.3％増）となりました。セグメント利益につきましては17億59百万円（前年同期比40.0％増）

となりました。

　 ②米国

日系自動車メーカー向け新規生産ラインの溶接設備等の売上を計上したことなどから、売上高は31億73百万円

（前年同期比92.2％増）となりました。セグメント利益につきましては１億78百万円（前年同期比287.9％増）とな

りました。

　 ③東南アジア

タイ日系自動車メーカー向けのＦＡシステム機器やタイ日系電機メーカー向けの拡管機の売上を計上したことな

どから、売上高は35億50百万円（前年同期比21.4％増）となりました。セグメント利益につきましては３億64百万

円（前年同期比24.6％増）となりました。

　 ④中国

中国機械メーカー向けに射出成形機部品の売上を計上したことや日系自動車部品メーカー向けのＦＡシステム機

器の売上を計上したことなどから、売上高は19億27百万円（前年同期比8.3％増）となりました。セグメント利益に

つきましては１億23百万円（前年同期比19.1％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、345億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億73百万円増加いた

しました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ36億83百万円増加し、282億35百万円となりました。これは主に、商品及び製

品が13億84百万円減少しましたが、現金及び預金が45億40百万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１億10百万円減少し、63億10百万円となりました。これは主に、投資有価証

券が１億17百万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17億50百万円増加し、153億89百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が17億45百万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82百万円増加し、８億14百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ17億40百万円増加し、183億42百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の53.3％から0.5ポイント低下し52.8％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年８月期の連結業績予想につきましては、平成27年４月10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。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,240,673 13,780,975

受取手形及び売掛金 9,913,104 9,769,857

電子記録債権 842,313 1,611,421

有価証券 - 100,410

商品及び製品 3,010,618 1,626,600

仕掛品 512,763 567,443

原材料及び貯蔵品 283,027 316,837

その他 749,547 465,744

貸倒引当金 - △3,915

流動資産合計 24,552,047 28,235,375

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,605,639 1,605,498

その他（純額） 2,607,236 2,646,952

有形固定資産合計 4,212,876 4,252,451

無形固定資産 80,598 85,053

投資その他の資産

投資有価証券 1,387,845 1,270,813

その他 790,837 753,614

貸倒引当金 △51,244 △51,244

投資その他の資産合計 2,127,439 1,973,184

固定資産合計 6,420,914 6,310,689

資産合計 30,972,962 34,546,064

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,995,501 13,741,362

短期借入金 - 92,331

未払法人税等 381,642 476,611

引当金 199,548 76,232

その他 1,062,337 1,002,907

流動負債合計 13,639,029 15,389,445

固定負債

引当金 299,631 313,180

退職給付に係る負債 7,754 8,740

その他 424,333 492,363

固定負債合計 731,719 814,283

負債合計 14,370,749 16,203,728
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27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 997,575 997,575

利益剰余金 15,992,157 17,158,518

自己株式 △1,136,255 △1,137,007

株主資本合計 16,804,583 17,970,193

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 185,020 346,837

繰延ヘッジ損益 159 △1,768

土地再評価差額金 △567,976 △540,992

為替換算調整勘定 91,001 459,277

その他の包括利益累計額合計 △291,794 263,354

少数株主持分 89,423 108,788

純資産合計 16,602,213 18,342,335

負債純資産合計 30,972,962 34,546,064
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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25年９月１日
　至 平成26年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年５月31日)

売上高 27,424,548 35,690,503

売上原価 22,848,965 29,968,133

売上総利益 4,575,582 5,722,370

販売費及び一般管理費 2,866,408 3,219,958

営業利益 1,709,174 2,502,412

営業外収益

受取利息 6,799 19,054

受取配当金 6,748 7,453

為替差益 20,709 82,934

その他 38,358 47,828

営業外収益合計 72,615 157,270

営業外費用

支払利息 - 1,202

貸倒引当金繰入額 13,524 -

その他 3,504 1,921

営業外費用合計 17,028 3,124

経常利益 1,764,761 2,656,557

特別利益

固定資産売却益 574 788

投資有価証券売却益 - 33,996

特別利益合計 574 34,785

特別損失

固定資産除売却損 4,036 4,939

環境対策引当金繰入額 76,000 -

特別損失合計 80,036 4,939

税金等調整前四半期純利益 1,685,299 2,686,403

法人税、住民税及び事業税 704,483 925,183

法人税等調整額 △85,711 37,542

法人税等合計 618,771 962,726

少数株主損益調整前四半期純利益 1,066,528 1,723,676

少数株主利益 3,903 2,556

四半期純利益 1,062,624 1,721,120
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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25年９月１日
　至 平成26年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成27年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,066,528 1,723,676

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21,262 161,817

繰延ヘッジ損益 - △1,928

土地再評価差額金 - 26,984

為替換算調整勘定 44,749 368,275

その他の包括利益合計 66,012 555,148

四半期包括利益 1,132,540 2,278,825

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,125,809 2,259,381

少数株主に係る四半期包括利益 6,731 19,443
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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

報告セグメント

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）
東南アジア
（千円）

中国
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 21,068,705 1,650,695 2,925,449 1,779,697 27,424,548

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,102,930 266,798 118,919 213,836 3,702,484

計 24,171,636 1,917,494 3,044,368 1,993,533 31,127,032

セグメント利益 1,256,495 45,894 292,356 103,527 1,698,273

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)

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
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成27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

報告セグメント

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）
東南アジア
（千円）

中国
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 27,039,336 3,173,178 3,550,969 1,927,019 35,690,503

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,476,266 311,967 124,227 140,520 4,052,981

計 30,515,602 3,485,146 3,675,196 2,067,539 39,743,485

セグメント利益 1,759,025 178,020 364,172 123,328 2,424,546

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)

利益
金額

（千円）

報告セグメント計 2,424,546

セグメント間取引消去 △3,435

未実現利益の調整 81,300

四半期連結損益計算書の営業利益 2,502,412

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、従来「アジア」として開示していた報告セグ

メントを「東南アジア」及び「中国」に変更しております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しております。
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