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(百万円未満切捨て)

１．平成29年８月期第３四半期の連結業績（平成28年９月１日～平成29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
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３四半期 38,657 14.8 2,748 31.5 2,749 28.2 1,878 33.8

28年８月期第３四半期 33,680 △5.6 2,089 △16.5 2,143 △19.3 1,403 △18.5

(注) 包括利益 29年８月期第３四半期 2,237 百万円 (122.2％) 28年８月期第３四半期 1,006 百万円 (△55.8％)

　

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３四半期 145.57 ―

28年８月期第３四半期 108.79 ―
　

（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３四半期 36,593 20,796 56.6

28年８月期 33,369 19,384 57.9

(参考) 自己資本 29年８月期第３四半期 20,715 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 ― 27.00 ―

29年８月期(予想) 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、対前期増減率)

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

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３Ｑ 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３Ｑ 1,514,887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３Ｑ 12,900,671株 28年８月期３Ｑ 12,900,907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きの対象外であり、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き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、雇用環境の改善、個人消費の持ち直しや企業業績の改善が続

くなど、緩やかな回復基調が続きましたが、中国をはじめとするアジア新興国の景気の足踏み等の影響もあり、先行

き不透明な状況で推移しました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界は、設備投資面では安全、環境問題などの新技術への投資や老朽化

更新、合理化・効率化投資、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、当社はこれらの需要に積

極的に応えてまいりました。

このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間における売上高は、386億57百万円（前年同期比14.8％増）、

また、経常利益につきましては、27億49百万円（前年同期比28.2％増）となり、親会社に帰属する四半期純利益は18

億78百万円（前年同期比33.8％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。

①日本

主に日系自動車メーカーおよび同部品メーカー向けの売上増加や次期基幹ロケット用溶接装置・治具の売上があ

ったことなどから、売上高は317億17百万円（前年同期比12.4％増）、セグメント利益は23億20百万円（前年同期比

23.5％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等の売上があったことなどから、売上高は32億58百万

円（前年同期比54.0％増）、セグメント利益は79百万円（前年同期比441.1％増）となりました。

③東南アジア

主に日系自動車メーカー向け溶接設備等の売上があったことなどから、売上高は24億83百万円（前年同期比10.7

％増）、セグメント利益は２億76百万円（前年同期比34.1％増）となりました。

④中国

主に日系自動車メーカー向け新規ラインの生産指示システム、制御盤の売上や日系電機メーカー向け溶接材料の

売上があったことなどから、売上高11億97百万円（前年同期比7.9％増）、セグメント利益は１百万円（前年同期は

18百万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３四半期連結会計期間末の総資産は、365億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億24百万円増加いた

しました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ34億88百万円増加し、303億50百万円となりました。これは主に、現金及び預

金が18億81百万円、受取手形及び売掛金が２億61百万円、電子記録債権が11億38百万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２億64百万円減少し、62億42百万円となりました。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４億47百万円減少しま

したが、有形固定資産が84百万円、投資有価証券が１億4百万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17億84百万円増加し、151億43百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が11億47百万円、前受金の増加等により流動負債のその他が８億68百万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28百万円増加し、６億53百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ14億11百万円増加し、207億96百万円となりました。

　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1.3ポイント低下し、56.6%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３四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,327,639 12,209,150

受取手形及び売掛金 11,017,669 11,279,240

電子記録債権 1,944,236 3,082,760

商品及び製品 1,824,508 1,695,535

仕掛品 848,451 991,653

原材料及び貯蔵品 311,248 337,036

その他 594,487 761,239

貸倒引当金 △6,100 △6,100

流動資産合計 26,862,141 30,350,517

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,453,021 1,485,129

その他（純額） 2,675,286 2,727,733

有形固定資産合計 4,128,307 4,212,862

無形固定資産 149,781 143,959

投資その他の資産

投資有価証券 1,573,733 1,678,698

その他 725,848 278,710

貸倒引当金 △70,611 △71,325

投資その他の資産合計 2,228,969 1,886,083

固定資産合計 6,507,059 6,242,904

資産合計 33,369,201 36,593,422

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,068,485 13,215,644

未払法人税等 472,091 395,973

引当金 223,390 68,219

その他 595,355 1,463,783

流動負債合計 13,359,323 15,143,621

固定負債

引当金 168,210 174,405

退職給付に係る負債 12,110 14,278

その他 444,726 464,870

固定負債合計 625,046 653,553

負債合計 13,984,370 15,797,174
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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３四半期連結会計期間
(平成29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 996,851 996,851

利益剰余金 18,968,461 20,000,975

自己株式 △1,137,429 △1,138,152

株主資本合計 19,778,990 20,810,781

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 160,538 226,744

繰延ヘッジ損益 △18 1

土地再評価差額金 △528,201 △512,650

為替換算調整勘定 △105,050 190,514

その他の包括利益累計額合計 △472,732 △95,390

非支配株主持分 78,572 80,856

純資産合計 19,384,831 20,796,247

負債純資産合計 33,369,201 36,593,422

決算短信（宝印刷） 2017年07月12日 08時47分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社進和(7607) 平成29年８月期 第３四半期決算短信

― 6 ―

（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27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 33,680,213 38,657,647

売上原価 28,244,175 32,487,740

売上総利益 5,436,037 6,169,907

販売費及び一般管理費 3,346,189 3,421,561

営業利益 2,089,848 2,748,345

営業外収益

受取利息 9,322 5,570

受取配当金 8,825 32,518

その他 53,447 50,722

営業外収益合計 71,595 88,811

営業外費用

為替差損 12,947 68,992

その他 4,555 18,687

営業外費用合計 17,502 87,679

経常利益 2,143,941 2,749,477

特別利益

固定資産売却益 3,141 44,382

特別利益合計 3,141 44,382

特別損失

固定資産除売却損 2,159 1,807

関係会社出資金評価損 15,132 -

減損損失 - 59,538

その他 0 50

特別損失合計 17,293 61,396

税金等調整前四半期純利益 2,129,789 2,732,463

法人税、住民税及び事業税 715,873 893,579

法人税等調整額 15,475 △37,233

法人税等合計 731,348 856,346

四半期純利益 1,398,441 1,876,116

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5,101 △1,888

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,403,542 1,878,005
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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27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純利益 1,398,441 1,876,116

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △120,178 66,205

繰延ヘッジ損益 1,353 20

土地再評価差額金 12,790 -

為替換算調整勘定 △285,435 295,565

その他の包括利益合計 △391,469 361,790

四半期包括利益 1,006,971 2,237,907

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,024,287 2,235,573

非支配株主に係る四半期包括利益 △17,316 2,333
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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27年９月１日 至 平成28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 28,211,760 2,115,229 2,243,312 1,109,911 33,680,213

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,500,695 226,277 87,885 196,089 3,010,948

計 30,712,455 2,341,507 2,331,197 1,306,001 36,691,162

セグメント利益又は損失(△) 1,878,967 14,776 206,428 △18,671 2,081,501

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 2,081,501

セグメント間取引消去 25,792

未実現利益の調整 △17,446

四半期連結損益計算書の営業利益 2,089,848

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年９月１日 至 平成29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 31,717,789 3,258,086 2,483,798 1,197,972 38,657,647

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,218,627 233,789 90,026 154,081 3,696,523

計 34,936,416 3,491,875 2,573,825 1,352,053 42,354,171

セグメント利益 2,320,233 79,955 276,791 1,055 2,678,036

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 2,678,036

セグメント間取引消去 53,903

未実現利益の調整 16,405

四半期連結損益計算書の営業利益 2,748,345
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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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