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(百万円未満切捨て)

１．平成29年８月期第１四半期の連結業績（平成28年９月１日～平成28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 ％

29年８月期第１四半期 11,573 0.5 669 3.4 707 5.9 442 0.6

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

(注)包括利益 29年８月期第１四半期 663 百万円 ( 58.2％) 28年８月期第１四半期 419 百万円 (△46.7％)

　

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

29年８月期第１四半期 34.32 ―

28年８月期第１四半期 34.13 ―
　
（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 ％

29年８月期第１四半期 34,692 19,565 56.2

28年８月期 33,369 19,384 57.9

(参考) 自己資本 29年８月期第１四半期 19,488 百万円 　28年８月期 19,306 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

　28年８月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

　29年８月期 ―

　29年８月期(予想) 27.00 ― 28.00 55.00

(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29年８月期の連結業績予想（平成28年９月１日～平成29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) 26,500 19.6 1,750 36.0 1,780 32.6 1,150 29.3 89.14

通期 51,000 10.8 3,400 11.8 3,450 11.3 2,250 8.8 174.41

(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) 29年８月期１Ｑ 14,415,319株 28年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 29年８月期１Ｑ 1,514,563株 28年８月期 1,514,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年８月期１Ｑ 12,900,827株 28年８月期１Ｑ 12,900,936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およ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、雇用や所得環境の改善が続くなど緩やかな回復基調が続きまし

たが、中国経済の景気減速や新興国においての経済状況の足踏みなどの影響もあり、先行き不透明な状況が続きまし

た。一方、米国経済の拡張的な財政政策への期待感から株価が上昇するなどわが国経済にとって明るい兆しも見えま

した。

当社グループの商・製品の主要ユーザーである自動車業界は、国内において新車販売台数は伸び悩んでおります

が、設備投資面では安全、環境問題などの社会的要請に対応する新技術への投資や老朽化更新、合理化・省力化投

資、次世代自動車の研究開発投資が引き続き高い水準で実施されました。

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、115億73百万円（前年同期比0.5％増）、ま

た、経常利益につきましては、７億７百万円（前年同期比5.9％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は

４億42百万円（前年同期比0.6％増）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

主に溶接設備、Ｘ線検査装置など日系自動車メーカーおよび同部品メーカー向けの設備投資受注を受け、売上高は

92億36百万円（前年同期比4.0％減）と微減でしたが、セグメント利益は５億89百万円（前年同期比8.8％増）となり

ました。

　

　 ②米国

主に日系自動車メーカー向け新車種生産ラインの溶接設備などの売上を計上したことなどから売上高は13億23百万

円（前年同期比63.8％増）、セグメント利益は23百万円（前年同期比23.5％増）となりました。

　 ③東南アジア

日系自動車メーカー向け洗浄機や日系ゴムメーカー混練機補修のような前連結会計年度に売上計上した大口案件が

少なかったことなどにより、売上高は６億52百万円（前年同期比17.9％減）、セグメント利益は42百万円（前年同期

比60.7％減）となりました。

　

　 ④中国

日系自動車メーカーおよび同部品メーカー向けの生産指示や制御盤、中国機械メーカー向け射出成形機部品や日系

機械メーカー向け溶接材料の売上を計上したことなどから売上高は３億60百万円（前年同期比23.8％増）となりまし

たが、セグメント損失は３百万円（前年同期は28百万円のセグメント損失）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、346億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億22百万円増加い

たしました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ14億67百万円増加し、283億29百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が６億49百万円、棚卸資産が７億69百万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１億44百万円減少し、63億62百万円となりました。これは主に、非連結子会社

を連結の範囲に含めたことに伴う関係会社出資金の減少等により投資その他の資産のその他が４億61百万円減少しま

したが、有形固定資産が１億38百万円、投資有価証券が１億77百万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11億39百万円増加し、144億98百万円となりました。これは主に、未払法人税

等が２億24百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が10億38百万円、未払費用の増加等により流動負債のその他

が４億84百万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３百万円増加し、６億28百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ1億80百万円増加し、195億65百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の57.9％から1.7ポイント低下し56.2％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29年８月期の連結業績予想につきましては、平成28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

該当事項はありません。

（４）追加情報

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,327,639 10,977,467

受取手形及び売掛金 11,017,669 10,563,689

電子記録債権 1,944,236 2,385,241

商品及び製品 1,824,508 2,109,750

仕掛品 848,451 1,341,065

原材料及び貯蔵品 311,248 302,993

その他 594,487 655,959

貸倒引当金 △6,100 △6,815

流動資産合計 26,862,141 28,329,352

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,453,021 1,504,626

その他（純額） 2,675,286 2,762,657

有形固定資産合計 4,128,307 4,267,283

無形固定資産 149,781 151,273

投資その他の資産

投資有価証券 1,573,733 1,750,733

その他 725,848 263,861

貸倒引当金 △70,611 △70,355

投資その他の資産合計 2,228,969 1,944,239

固定資産合計 6,507,059 6,362,795

資産合計 33,369,201 34,692,147

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,068,485 13,106,720

未払法人税等 472,091 247,666

引当金 223,390 63,868

その他 595,355 1,080,295

流動負債合計 13,359,323 14,498,550

固定負債

引当金 168,210 167,075

退職給付に係る負債 12,110 12,907

その他 444,726 448,154

固定負債合計 625,046 628,136

負債合計 13,984,370 15,126,687
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28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 996,851 996,851

利益剰余金 18,968,461 18,914,039

自己株式 △1,137,429 △1,137,558

株主資本合計 19,778,990 19,724,440

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 160,538 210,366

繰延ヘッジ損益 △18 1,879

土地再評価差額金 △528,201 △512,650

為替換算調整勘定 △105,050 64,198

その他の包括利益累計額合計 △472,732 △236,206

非支配株主持分 78,572 77,226

純資産合計 19,384,831 19,565,460

負債純資産合計 33,369,201 34,692,147
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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27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高 11,519,392 11,573,753

売上原価 9,684,479 9,768,840

売上総利益 1,834,912 1,804,912

販売費及び一般管理費 1,187,426 1,135,203

営業利益 647,486 669,708

営業外収益

受取利息 3,616 1,710

受取配当金 3,238 13,238

受取賃貸料 4,564 6,671

受取保険金 8,870 3,951

為替差益 - 9,511

その他 6,705 9,259

営業外収益合計 26,995 44,343

営業外費用

為替差損 6,312 -

支払手数料 - 2,986

支払補償費 - 3,024

その他 280 922

営業外費用合計 6,593 6,933

経常利益 667,888 707,118

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 971 117

減損損失 - 59,538

特別損失合計 971 59,656

税金等調整前四半期純利益 669,298 647,461

法人税、住民税及び事業税 181,330 249,969

法人税等調整額 49,621 △45,520

法人税等合計 230,951 204,448

四半期純利益 438,347 443,012

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（△）

△1,935 259

親会社株主に帰属する四半期純利益 440,282 442,753
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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27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成28年11月30日)

四半期純利益 438,347 443,012

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,442 49,827

繰延ヘッジ損益 1,893 1,898

為替換算調整勘定 △22,953 169,249

その他の包括利益合計 △18,617 220,975

四半期包括利益 419,729 663,987

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 425,734 665,333

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,005 △1,345
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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

　
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成28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 9,236,706 1,323,993 652,113 360,939 11,573,753

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,634,970 76,479 24,852 41,284 1,777,586

計 10,871,676 1,400,472 676,966 402,223 13,351,340

セグメント利益又は
損失（△）

589,683 23,537 42,989 △3,624 652,586

　
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 652,586

セグメント間取引消去 37,544

未実現利益の調整 △20,422

四半期連結損益計算書の営業利益 669,708

　

決算短信（宝印刷） 2017年01月11日 15時27分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社進和(7607) 平成29年８月期 第１四半期決算短信

― 9 ―

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」セグメントにおいて、東京営業部移転に伴う減損損失を59,538千円計上しております。
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