
　2021年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
　2021年１月12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 https://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)経営企画室長 (氏名)三輪誠司 (TEL)(052)796-2533

四半期報告書提出予定日 2021年１月13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)

１．2021年８月期第１四半期の連結業績（2020年９月１日～2020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 ％

2021年８月期第１四半期 13,004 △17.5 645 △34.8 673 △24.6 449 △22.0

2020年８月期第１四半期 15,770 16.8 989 △11.8 892 △20.5 576 △19.2

(注)包括利益 2021年８月期第１四半期 552 百万円 ( △16.8％) 2020年８月期第１四半期 663 百万円 ( △2.4％)

　

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

2021年８月期第１四半期 33.71 ―

2020年８月期第１四半期 43.28 ―
　
（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 ％

2021年８月期第１四半期 51,465 29,589 57.3

2020年８月期 49,687 29,542 59.3

(参考) 自己資本 2021年８月期第１四半期 29,501 百万円 2020年８月期 29,459 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

2020年８月期 ― 38.00 ― 38.00 76.00

2021年８月期 ―

2021年８月期(予想) 35.00 ― 35.00 70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年８月期の連結業績予想（2020年９月１日～2021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) 28,000 △24.8 1,500 △41.7 1,550 △38.7 1,100 △36.1 82.48

通期 60,000 △11.9 3,400 △29.6 3,500 △27.0 2,400 △27.4 179.95

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　



※ 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) 2021年８月期１Ｑ 14,415,319株 2020年８月期 14,415,319株

② 期末自己株式数 2021年８月期１Ｑ 1,078,289株 2020年８月期 1,078,289株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期１Ｑ 13,337,030株 2020年８月期１Ｑ 13,323,031株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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。業績予想の

　前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「当四半期決算に関

　する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け厳しい状況にあ

りますが、持ち直しの動きがみられました。しかしながら、国内での再拡大および世界的な流行による経済活動の

停滞が懸念され、景気の先行きは極めて不透明な状況となりました。

当社グループの主要ユーザーである自動車業界につきましては、世界各地において生産縮小や工場の稼働停止を

余儀なくされましたが、中国と米国で自動車需要の回復が進むなど明るい兆しが見え始め、生産活動は回復傾向に

あります。一方、設備投資の状況は、依然として慎重な姿勢のまま推移いたしました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は130億４百万円（前年同期比17.5％減）、経常利益は６億

73百万円（前年同期比24.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は４億49百万円（前年同期比22.0％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

日系自動車メーカー・同部品メーカーを中心に生産設備や材料の受注を取り込んできたものの大型設備案件の受

注がなく、売上高は100億円（前年同期比21.3％減）となりました。セグメント利益は売上高の減少に加え人件費や

減価償却費が増加し、販売費及び一般管理費が高止まりしたことにより、３億49百万円（前年同期比49.9％減）と

なりました。

②米国

日系自動車部品メーカー向け新規ラインの生産設備の売上を計上したことなどから、売上高は11億81百万円（前

年同期比57.4％増）、セグメント利益は52百万円（前年同期比695.1％増）となりました。

③東南アジア

日系自動車メーカー向けおよび日系空調機器メーカー向け生産設備の売上を計上しましたが、売上高は７億94百

万円（前年同期比7.8％減）、セグメント利益は61百万円（前年同期比28.4％減）となりました。

④中国

日系自動車メーカー向け生産設備や中国機械メーカー向け射出成形機部品の売上を計上したことなどから、売上

高は８億81百万円（前年同期比0.0％減）となりました。セグメント利益は、中国現地法人で製造している米国向け

熱交換器の利益が寄与し、86百万円（前年同期比77.4％増）となりました。

⑤その他

前年同期に売上計上したフランスの日系自動車メーカー向け大口案件の反動などから、売上高は１億47百万円

（前年同期比74.0％減）、セグメント利益は18百万円（前年同期比71.2％減）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、514億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億77百万円増加いた

しました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ15億26百万円増加し、424億81百万円となりました。これは主に、電子記録債

権が６億66百万円、受取手形及び売掛金が５億21百万円、前渡金の減少等により流動資産のその他が24百万円減少

しましたが、現金及び預金が６億31百万円、商品及び製品が14億33百万円、仕掛品が６億30百万円、原材料及び貯

蔵品が43百万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２億51百万円増加し、89億84百万円となりました。これは主に、有形固定資

産が１億76百万円、投資有価証券が１億14百万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17億91百万円増加し、209億28百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が96百万円、未払法人税等が３億44百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億６百万円、引当金が１億

79百万円減少しましたが、電子記録債務が１億40百万円、短期借入金が５億43百万円、前受金が11億90百万円、未

払金の増加等により流動負債のその他が６億43百万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60百万円減少し、９億46百万円となりました。

　純資産合計は前連結会計年度末に比べ47百万円増加し、295億89百万円となりました。

　以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の59.3％から2.0ポイント低下し57.3％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

2021年８月期の連結業績予想につきましては、2020年10月12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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,671,443 17,303,027

受取手形及び売掛金 10,872,707 10,351,194

電子記録債権 3,041,818 2,375,684

商品及び製品 5,377,207 6,810,897

仕掛品 1,746,077 2,376,211

原材料及び貯蔵品 656,574 699,897

その他 2,589,041 2,564,354

流動資産合計 40,954,870 42,481,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,140,269 2,116,467

その他（純額） 4,377,191 4,577,135

有形固定資産合計 6,517,460 6,693,602

無形固定資産

のれん 66,950 62,168

その他 128,662 143,422

無形固定資産合計 195,612 205,591

投資その他の資産

投資有価証券 1,649,501 1,764,466

その他 371,878 322,272

貸倒引当金 △1,775 △1,775

投資その他の資産合計 2,019,604 2,084,963

固定資産合計 8,732,677 8,984,156

資産合計 49,687,548 51,465,424

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,054,267 9,957,742

電子記録債務 2,317,033 2,457,610

短期借入金 ― 543,900

1年内返済予定の長期借入金 129,734 23,364

未払法人税等 661,639 316,652

前受金 5,018,480 6,208,643

引当金 285,174 106,157

その他 671,269 1,314,855

流動負債合計 19,137,599 20,928,926

固定負債

長期借入金 33,400 28,402

退職給付に係る負債 25,733 26,506

その他 948,660 892,038

固定負債合計 1,007,793 946,947

負債合計 20,145,393 21,875,873
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020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 1,659,724 1,659,724

利益剰余金 28,114,328 28,057,081

自己株式 △810,714 △810,714

株主資本合計 29,914,443 29,857,197

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 201,669 209,950

繰延ヘッジ損益 9,511 24,049

土地再評価差額金 △641,184 △641,184

為替換算調整勘定 △25,304 51,161

その他の包括利益累計額合計 △455,307 △356,022

非支配株主持分 83,019 88,376

純資産合計 29,542,155 29,589,550

負債純資産合計 49,687,548 51,465,424
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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 2019年９月１日
　至 2019年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 15,770,308 13,004,445

売上原価 13,151,886 10,847,236

売上総利益 2,618,422 2,157,208

販売費及び一般管理費 1,628,785 1,511,683

営業利益 989,636 645,524

営業外収益

受取利息 2,352 2,867

受取配当金 3,546 3,400

受取賃貸料 11,111 12,839

その他 11,443 31,289

営業外収益合計 28,454 50,396

営業外費用

支払利息 1,865 777

為替差損 122,432 16,885

その他 1,503 5,182

営業外費用合計 125,800 22,845

経常利益 892,290 673,075

特別利益

固定資産売却益 749 403

ゴルフ会員権売却益 670 -

特別利益合計 1,419 403

特別損失

固定資産除売却損 2,314 228

その他 13 ―

特別損失合計 2,327 228

税金等調整前四半期純利益 891,383 673,250

法人税、住民税及び事業税 324,083 244,187

法人税等調整額 △5,857 △24,079

法人税等合計 318,225 220,108

四半期純利益 573,158 453,142

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（△）

△3,519 3,581

親会社株主に帰属する四半期純利益 576,677 449,560
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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 2019年９月１日
　至 2019年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

四半期純利益 573,158 453,142

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 75,471 8,280

繰延ヘッジ損益 △3,047 14,537

為替換算調整勘定 18,084 76,465

その他の包括利益合計 90,508 99,284

四半期包括利益 663,666 552,427

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 670,059 547,069

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,393 5,357
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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 2019年９月１日 至 2019年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

報告セグメント
その他
（注）
（千円）

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）

東南
アジア
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 12,710,513 750,521 861,817 881,600 15,204,452 565,855 15,770,308

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,703,700 144,764 14,568 121,021 1,984,055 50,858 2,034,914

計 14,414,213 895,286 876,385 1,002,622 17,188,508 616,714 17,805,222

セグメント利益 696,746 6,603 86,064 48,560 837,974 64,073 902,047

　（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州および南米の現地法人の事業

活動を含んでおります。

２．報告セグメントの利益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 902,047

セグメント間取引消去 45,534

未実現利益の調整 42,054

四半期連結損益計算書の営業利益 989,636
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2020年９月１日 至 2020年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

報告セグメント
その他
（注）
（千円）

合計
（千円）日本

（千円）
米国

（千円）

東南
アジア
（千円）

中国
（千円）

計
（千円）

売上高

外部顧客への売上高 10,000,549 1,181,240 794,332 881,299 12,857,421 147,024 13,004,445

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,524,075 73,113 5,787 234,359 1,837,336 15,987 1,853,323

計 11,524,624 1,254,353 800,120 1,115,659 14,694,757 163,011 14,857,769

セグメント利益 349,327 52,503 61,585 86,145 549,561 18,425 567,987

　（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州および南米の現地法人の事業

活動を含んでおります。

２．報告セグメントの利益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 567,987

セグメント間取引消去 24,951

未実現利益の調整 52,586

四半期連結損益計算書の営業利益 645,524

　

　


