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(百万円未満切捨て)
１．平成28年８月期第１四半期の連結業績（平成27年９月１日～平成27年11月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年８月期第１四半期 11,519 2.5 647 △11.4 667 △10.3 440 △7.0

27年８月期第１四半期 11,238 19.8 731 21.1 744 21.5 473 23.5

(注) 包括利益 28年８月期第１四半期 419百万円 (△46.7％) 27年８月期第１四半期 787百万円 (70.7％)
　

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

28年８月期第１四半期 34.13 ―

27年８月期第１四半期 36.68 ―
　

（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 ％

28年８月期第１四半期 32,778 18,671 56.7

27年８月期 31,129 18,591 59.4

(参考) 自己資本 28年８月期第１四半期 18,572百万円 27年８月期 18,486百万円
　

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

27年８月期 ― 22.00 ― 26.00 48.00

28年８月期 ―

28年８月期(予想) 25.00 ― 25.00 50.00
(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28年８月期の連結業績予想（平成27年９月１日～平成28年８月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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(累計) 23,500 △5.1 1,650 △10.5 1,700 △15.3 1,050 △18.8 81.39

通期 49,000 5.6 3,450 9.5 3,550 6.9 2,200 3.7 170.53
(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 ： 有

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

(注) 詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 28年８月期１Ｑ 14,415,319株 27年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 28年８月期１Ｑ 1,514,418株 27年８月期 1,514,370株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年８月期１Ｑ 12,900,936株 27年８月期１Ｑ 12,901,516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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や円安傾向が継続したことなどを背景に、企業

収益や雇用環境の改善、設備投資の増加などにより、引き続き緩やかな景気の回復傾向を持続いたしました。海外で

は、中国や東南アジアなどの新興国の経済減速等による景気の下振れリスクはあったものの、米国をはじめ先進国経

済は全体として堅調に推移いたしました。

　当社グループの主要ユーザーである自動車業界の設備投資は、国内、海外とも引き続き堅調に実施されました。

　このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間における売上高は、北米、東南アジア、中国については売上が

減少しましたが、日本の自動車業界を中心に設備投資需要を取り込むことができ、115億19百万円（前年同期比2.5％

増）となりました。一方、利益面につきましては、海外子会社の売上減少や人員増加などによる販管費及び一般管理

費の増加により、経常利益につきましては６億67百万円（前年同期比10.3％減）となり、親会社株主に帰属する四半

期純利益は４億40百万円（前年同期比7.0％減）となりました。

これをセグメント別にご説明いたしますと、次のとおりであります。

①日本

主に自動車業界の設備需要を取り込むことができ、売上高は96億25百万円（前年同期比17.6％増）、セグメント利

益につきましては５億41百万円（前年同期比1.7％増）と売上、利益とも増加しました。

　

　 ②米国

日系自動車メーカー向け生産指示システム等の売上があったものの、売上高は８億８百万円（前年同期比17.2％

減）となりました。セグメント利益につきましては19百万円（前年同期比57.5％減）となりました。

　 ③東南アジア

前年同期に売上計上したような大型設備物件がなく、売上高は７億94百万円（前度同期比42.3％減）と減少したも

のの、比較的利益率の高い案件の取り込みができ、セグメント利益は１億９百万円（前年同期比1.4％増）となりま

した。

　

　 ④中国

中国経済の減速により電機業界向けの部品売上やろう材の売上が減少したことなどから、売上高は２億91百万円

（前年同期比58.4%減）となり、セグメント損益につきましては28百万円の営業損失（前年同期は37百万円の営業利

益）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、327億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億48百万円増加い

たしました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ13億25百万円増加し、261億93百万円となりました。これは主に、電子記録債

権が12億32百万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３億23百万円増加し、65億84百万円となりました。これは主に、投資有価証券

が３億４百万円増加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16億68百万円増加し、134億10百万円となりました。これは主に、未払法人税

等が３億89百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が19億63百万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１億円減少し、６億95百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ80百万円増加し、186億71百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の59.4％から2.7ポイント低下し56.7％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28年８月期の連結業績予想につきましては、平成27年10月13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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累

計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

決算短信 （宝印刷）  2016年01月13日 13時09分 5ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社進和(7607) 平成28年８月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

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27年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,571,614 10,549,529

受取手形及び売掛金 9,939,182 9,895,235

電子記録債権 1,158,018 2,390,443

有価証券 200,380 200,170

商品及び製品 1,260,282 1,454,107

仕掛品 833,187 851,442

原材料及び貯蔵品 294,991 312,442

その他 611,121 540,503

流動資産合計 24,868,778 26,193,875

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,571,173 1,547,609

その他（純額） 2,645,265 2,673,685

有形固定資産合計 4,216,439 4,221,295

無形固定資産 100,106 115,732

投資その他の資産

投資有価証券 1,273,291 1,578,231

その他 745,069 742,469

貸倒引当金 △74,027 △73,411

投資その他の資産合計 1,944,332 2,247,289

固定資産合計 6,260,879 6,584,316

資産合計 31,129,657 32,778,192

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,050,258 12,013,686

未払法人税等 601,041 211,160

引当金 247,405 67,785

その他 843,074 1,118,011

流動負債合計 11,741,779 13,410,644

固定負債

引当金 318,400 158,115

退職給付に係る負債 8,718 8,910

その他 469,156 528,758

固定負債合計 796,275 695,784

負債合計 12,538,054 14,106,429
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,575 997,647

利益剰余金 17,559,103 17,663,961

自己株式 △1,137,185 △1,137,333

株主資本合計 18,370,600 18,475,382

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 286,258 288,700

繰延ヘッジ損益 △1,328 564

土地再評価差額金 △540,992 △540,992

為替換算調整勘定 371,830 348,876

その他の包括利益累計額合計 115,768 97,150

非支配株主持分 105,234 99,229

純資産合計 18,591,602 18,671,762

負債純資産合計 31,129,657 32,778,192
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 11,238,423 11,519,392

売上原価 9,487,121 9,684,479

売上総利益 1,751,301 1,834,912

販売費及び一般管理費 1,020,205 1,187,426

営業利益 731,096 647,486

営業外収益

受取利息 6,915 3,616

受取配当金 2,428 3,238

受取賃貸料 4,394 4,564

受取保険金 - 8,870

その他 6,871 6,705

営業外収益合計 20,610 26,995

営業外費用

支払利息 9 -

為替差損 6,639 6,312

その他 300 280

営業外費用合計 6,948 6,593

経常利益 744,758 667,888

特別利益

固定資産売却益 - 2,381

特別利益合計 - 2,381

特別損失

固定資産除売却損 - 971

特別損失合計 - 971

税金等調整前四半期純利益 744,758 669,298

法人税、住民税及び事業税 251,127 181,330

法人税等調整額 18,287 49,621

法人税等合計 269,415 230,951

四半期純利益 475,342 438,347

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

2,149 △1,935

親会社株主に帰属する四半期純利益 473,193 440,282
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

四半期純利益 475,342 438,347

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 78,460 2,442

繰延ヘッジ損益 △158 1,893

為替換算調整勘定 234,321 △22,953

その他の包括利益合計 312,622 △18,617

四半期包括利益 787,965 419,729

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 777,924 425,734

非支配株主に係る四半期包括利益 10,040 △6,005
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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１四半期連結累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成26年11月30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 8,185,076 975,773 1,376,699 700,873 11,238,423

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,287,509 89,034 93,910 38,256 1,508,711

計 9,472,586 1,064,807 1,470,610 739,130 12,747,135

セグメント利益 532,864 44,895 108,016 37,131 722,907

　

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 722,907

セグメント間取引消去 △7,844

未実現利益の調整 16,033

四半期連結損益計算書の営業利益 731,096

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30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 9,625,518 808,373 794,012 291,487 11,519,392

セグメント間の内部売上高
又は振替高

869,335 83,209 34,817 43,823 1,031,184

計 10,494,853 891,583 828,829 335,310 12,550,576

セグメント利益又は
損失（△）

541,982 19,059 109,494 △28,410 642,126

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 642,126

セグメント間取引消去 9,538

未実現利益の調整 △4,179

四半期連結損益計算書の営業利益 647,486
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