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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第59期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期

会計期間

自　平成20年
　　９月１日
至　平成20年
　　11月30日

自　平成19年
　　９月１日
至　平成20年
　　８月31日

売上高 (千円) 9,112,01841,424,564

経常利益 (千円) 406,7623,543,913

四半期(当期)純利益 (千円) 161,5042,149,849

純資産額 (千円) 13,702,11414,130,850

総資産額 (千円) 28,961,13730,181,169

１株当たり純資産額 (円) 1,061.811,095.01

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 12.52 166.59

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 47.31 46.82

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △219,1153,432,298

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △94,422△1,134,379

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △255,007△560,057

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,140,7615,712,274

従業員数 (名) 445 417

(注)　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

　　しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

　　りません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業内容につい

て重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年11月30日現在

従業員数(名) 445〔79〕

(注)　１．従業員数は、就業人員であります。

 ２．従業員数欄の〔外書〕は、当第１四半期連結会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年11月30日現在

従業員数(名) 360〔73〕

(注)　１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数欄の〔外書〕は、当第１四半期会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注および販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 生産高(千円)

金属接合 954,084

産業機械 108,078

ＦＡシステム 821,991

メンテナンスその他 22,216

合計 1,906,370

(注)　金額は製造原価で表示し、消費税等は含んでおりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 受注高(千円) 受注残高(千円)

金属接合 1,246,340 787,344

産業機械 18,278 34,312

ＦＡシステム 768,032 371,490

メンテナンスその他 48,569 297,069

合計 2,081,221 1,490,215

(注)　金額は販売価格で表示し、消費税等は含んでおりません。

　

(3) 商品仕入実績
当第１四半期連結会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

　

品目 商品仕入高(千円)

金属接合 1,861,742

産業機械 3,292,318

ＦＡシステム 785,261

メンテナンスその他 111,371

合計 6,050,694

(注)　金額は仕入価格で表示し、消費税等は含んでおりません。
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(4) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 販売高(千円)

金属接合 3,361,974

産業機械 3,922,660

ＦＡシステム 1,514,681

メンテナンスその他 312,701

合計 9,112,018

(注) １　金額は販売価格で表示し、消費税等は含んでおりません。

２　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

トヨタ自動車株式会社 1,303,336 14.30

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態および経営成績の分析】

当第１四半期連結会計期間の財政状態および経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、本項に

記載した将来に関する事項については、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を起因とした世界経済の減速によ

り、民間企業の設備投資意欲は低迷し、雇用・所得環境も悪化するなど、景気は後退色の強いものとなっ

てまいりました。

　当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、世界的な景気減速による自動車需要の

低迷を受け、工場新設の延期や既設工場の一時操業停止など大規模な生産体制の見直しをはじめとした

収益構造の改善に取り組んでおります。

　このような状況のもと、当社グループは、平成20年９月、航空・宇宙に係る事業基盤の更なる強化を目的

として、製造部門「航空宇宙機器センター」を設置いたしました。さらに、当第１四半期連結会計期間よ

り新たに連結子会社となる煙台進和接合技術有限公司（中国・山東省）においては、前連結会計年度に

増設した工場で、プレート式熱交換器の一貫生産（従来のろう付加工事業にプレート材のプレス工程を

追加）を開始したほか、新たに２輪車用メタル製触媒の生産準備に着手するなど製造部門の強化にも努

めてまいりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、91億12百万円となりました。

　また、経常利益につきましては、売上高および利益率の低下による売上総利益の減少や販売費及び一般

管理費の増加に加え、日経平均リンク債の時価評価が著しく低下したことによるデリバティブ評価損の

計上、急激な円高推移による為替差損の計上などから４億６百万円となり、四半期純利益は１億61百万円

となりました。
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これを品目別にご説明いたしますと次のとおりであります。

　

金属接合

ハイブリッド自動車用電池メーカーの増産に伴う溶接設備などの売上があったものの、北米・欧州な

ど海外において日系自動車メーカーが工場新設や増産体制拡充に向けた施策を見直したことによる設備

需要の減少に伴い、売上高は33億61百万円となりました。

　

産業機械

日系自動車メーカーの工場新設などの設備需要が減少したものの、国内における自動車メーカーや自

動車部品メーカーに向けた組付装置および洗浄機などの各種省力化機械装置の売上があったことから、

売上高は39億22百万円となりました。

　

ＦＡシステム

自動車メーカーの国内外における工場新設および増産投資の見直しに伴い、生産管理・指示システム

やケーブルコネクターの需要が減少したことから、売上高は15億14百万円となりました。

　

メンテナンスその他

国内自動車メーカーに向けた既設生産設備の移設・改造工事のほか、設備消耗部品の交換工事が減少

したことから、売上高は３億12百万円となりました。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

国内産業の設備需要が減少したものの、ハイブリッド自動車用電池メーカー向け溶接設備や国内自動

車メーカー向け省力化機械装置の売上があったことから、売上高は90億75百万円、営業利益は５億69百万

円となりました。

　

②米国

金融危機の影響を受け、米国内産業の設備投資意欲が薄れるなか、主に米国およびカナダにおける日系

自動車メーカー向けに溶接機器および附帯機器の売上がありましたが、売上高は４億43百万円にとどま

りました。また、販売費及び一般管理費の増加による利益の圧迫に伴い、営業損失は26百万円となりまし

た。

　

③アジア

タイの日系自動車メーカーに向けたプレス間無人搬送装置や車体測定用ソフトウェアの売上があった

ほか、中国の日系空調機メーカー向けプレート式熱交換器の売上があったことから、売上高は３億円とな

りました。しかしながら、利益率の低下による売上総利益の減少に併せて、販売費及び一般管理費の増加

に伴い、18百万円の営業損失となりました。
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(2) 財政状態の分析

①流動資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ９億円減少し、220億31百万円となりました。

　これは主に、法人税等の支払により現金及び預金が５億76百万円減少したことなどによるものでありま

す。

　

②固定資産

固定資産は前連結会計年度末に比べ３億19百万円減少し、69億29百万円となりました。

　これは主に、時価の下落により投資有価証券が４億45百万円減少したことによるものであります。

　

③流動負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ７億76百万円減少し、150億72百万円となりました。

　これは主に、前受金が１億70百万円、未払金が92百万円、賞与引当金が１億28百万円、それぞれ増加しま

したが、支払手形及び買掛金が６億77百万円減少したほか、未払法人税等が４億74百万円減少したことに

よるものであります。

　

④固定負債

固定負債は前連結会計年度末に比べ14百万円減少し、１億86百万円となりました。

　

⑤純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ４億28百万円減少し、137億２百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の時価の下落により、その他有価証券評価差額金が１億93百万円減少したほ

か、世界的金融不安による為替変動の影響から、為替換算調整勘定が81百万円減少したことによるもので

あります。
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(3) キャッシュフローの状況

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による２億19百万円の

支出および投資活動による94百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは３億13百万円の支出と

なりました。

　また、財務活動により２億55百万円を支出した結果、当第１四半期連結会計期間における現金及び現金

同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に対し５億71百万円減少し、51億40百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュフロー）

営業活動の結果使用した資金は、２億19百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

３億47百万円および減価償却費１億３百万円の計上により資金が増加したものの、法人税等の支払額７

億14百万円により資金が減少したことによるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュフロー）

投資活動の結果使用した資金は、94百万円となりました。これは主に、煙台進和接合技術有限公司の工

場増設に伴う有形固定資産の取得に係る支出66百万円によるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュフロー）

財務活動の結果使用した資金は２億55百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億54百万円

によるものであります。

　

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は１百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 23,100,000

計 23,100,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,415,31914,415,319
東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

―

計
14,415,31914,415,319

― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年９月１日～
平成20年11月30日 ―

14,415,319
―

951,106
―

995,924

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の移動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年８月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成20年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,510,900

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,729,700 127,297 ―

単元未満株式 普通株式 　174,719 ― ―

発行済株式総数 14,415,319 ― ―

総株主の議決権 ― 127,297 ―

(注)　「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式30株（失念株式）が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社　進和

名古屋市守山区苗代２－
９－３

1,510,900 ― 1,510,90010.48

計 ― 1,510,900 ― 1,510,90010.48

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
９月 10月 11月

最高(円) 1,6721,4491,598

最低(円) 1,385 940 1,311

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。

　

EDINET提出書類

株式会社進和(E02896)

四半期報告書

11/24



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年９月１

日から平成20年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,200,045 5,776,823

受取手形及び売掛金 14,049,639 14,855,551

商品 1,318,878 1,170,823

製品 115,264 91,480

原材料 318,631 269,683

仕掛品 412,501 343,320

その他 619,487 428,859

貸倒引当金 △2,535 △4,558

流動資産合計 22,031,913 22,931,983

固定資産

有形固定資産 ※
 5,454,132

※
 5,246,794

無形固定資産 36,685 20,894

投資その他の資産

投資有価証券 1,063,414 1,509,410

その他 376,615 473,736

貸倒引当金 △1,625 △1,650

投資その他の資産合計 1,438,405 1,981,497

固定資産合計 6,929,223 7,249,186

資産合計 28,961,137 30,181,169
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,546,884 14,224,082

未払法人税等 230,134 704,877

引当金 292,375 188,645

その他 1,003,544 731,739

流動負債合計 15,072,938 15,849,345

固定負債

引当金 182,858 192,539

その他 3,225 8,434

固定負債合計 186,083 200,973

負債合計 15,259,022 16,050,318

純資産の部

株主資本

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,253 996,967

利益剰余金 13,205,315 13,322,449

自己株式 △1,133,001 △1,132,321

株主資本合計 14,020,673 14,138,202

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △69,481 123,886

繰延ヘッジ損益 － 93

土地再評価差額金 △126,666 △90,809

為替換算調整勘定 △122,693 △40,920

評価・換算差額等合計 △318,840 △7,750

少数株主持分 281 398

純資産合計 13,702,114 14,130,850

負債純資産合計 28,961,137 30,181,169
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(2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成20年11月30日)

売上高 9,112,018

売上原価 7,703,364

売上総利益 1,408,653

販売費及び一般管理費 ※
 870,210

営業利益 538,443

営業外収益

受取利息 4,603

受取配当金 42,104

その他 30,774

営業外収益合計 77,483

営業外費用

為替差損 83,012

デリバティブ評価損 123,680

その他 2,471

営業外費用合計 209,164

経常利益 406,762

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,528

特別利益合計 1,528

特別損失

減損損失 60,192

その他 486

特別損失合計 60,679

税金等調整前四半期純利益 347,611

法人税、住民税及び事業税 252,379

法人税等調整額 △66,266

法人税等合計 186,112

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 161,504

EDINET提出書類

株式会社進和(E02896)

四半期報告書

15/24



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 347,611

減価償却費 103,711

減損損失 60,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,528

賞与引当金の増減額（△は減少） 128,383

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,363

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,825

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143

受取利息及び受取配当金 △46,708

有形固定資産売却損益（△は益） 462

デリバティブ評価損益（△は益） 123,680

ゴルフ会員権評価損 2,230

売上債権の増減額（△は増加） 873,526

たな卸資産の増減額（△は増加） △290,313

未収消費税等の増減額（△は増加） 856

仕入債務の増減額（△は減少） △913,189

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,986

前渡金の増減額（△は増加） △151,742

前受金の増減額（△は減少） 211,150

その他 28,651

小計 452,915

利息及び配当金の受取額 42,788

法人税等の支払額 △714,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △75,221

有形固定資産の売却による収入 1,250

無形固定資産の取得による支出 △2,892

投資有価証券の取得による支出 △2,782

差入保証金の回収による収入 2,548

ゴルフ会員権の取得による支出 △12,536

定期預金の預入による支出 △4,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △1,169

自己株式の処分による収入 775

配当金の支払額 △254,559

少数株主への配当金の支払額 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,007

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △675,544

現金及び現金同等物の期首残高 5,712,274

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 104,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,140,761
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年9月1日　至　平成20年11月30日)

１．連結の範囲に関す

る事項の変更

 

 

 

　当第1四半期連結会計期間より、煙台進和接合技術有限公司は重要性が増したため、連
結の範囲に含めております。
　

２．会計処理基準に関す
る事項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　たな卸資産
　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品及び原材料は主として
総平均法による原価法、製品及び仕掛品は個別法による原価法（ろう付加工品につい
ては総平均法による原価法）によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)が適
用されたことに伴い、商品及び原材料は主として総平均法による原価法、製品及び仕掛
品は個別法による原価法（ろう付加工品については総平均法による原価法）（貸借対
照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま
す。
　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ47,677千
円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しており
ます。
（２）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の
適用
当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号　平成18年５月17日)を適用しておりま
す。この変更による営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響
はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年9月1日　至　平成20年11月30日)

１. 一般債権の貸倒見積高
の算定方法
 

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し
い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高
を算定しております。

２．固定資産の減価償却費
の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、
当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

３．法人税等並びに繰延税
金資産及び繰延税金負債の
算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも
のに限定する方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測に経営環境等の変化を加味して判断しております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年9月1日　至　平成20年11月30日)

    該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末
(平成20年８月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,054,631千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　4,905,327千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
 至　平成20年11月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　給与　　　　　　　　 　　267,116千円
　　　運賃　　　　　　　　　 　102,193千円
　　　賞与引当金繰入額　　　　　84,178千円　
 　　 役員報酬　　　　　　　　　56,098千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　10,336千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 4,125千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
 至　平成20年11月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年11月30日現在)

 

現金及び預金
5,200,045千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
　△59,284千円

現金及び現金同等物の期末残高

　　
5,140,761千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 14,415,319

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,511,124

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月26日
定時株主総会

普通株式 296,800 23平成20年８月31日 平成20年11月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

　当社グループは、主として製造業における生産設備及び資材の製造、販売、メンテナンスを営んでおりま
すが、同事業の売上高、営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額に占める割合が
いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

　

日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高8,487,488354,910269,6199,112,018 ― 9,112,018

(2) セグメント間の
　　　　　　　　内部売上高

587,98988,091 30,520706,601(706,601) ―

計 9,075,477443,002300,1399,818,619(706,601)9,112,018

営業利益又は営業損失(△) 569,017△26,279△18,411524,32614,116538,443

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。当第１四半期連結会計期間より中国子会社で

        ある煙台進和接合技術有限公司が連結子会社となりましたが、重要性が乏しいためタイとともに「アジア」

　　　　として表示しております。

　　２　アジアの内訳は次のとおりであります。　

　 アジア　　　…　中国、タイ

    ３　会計処理の方法の変更

　　　（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　　 　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(１)に記載のとおり、当第１四半

　　　　期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用

　　　  しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益が日本で41,583千円減少し、営

　　　　業損失が米国で1,216千円、アジアで4,877千円それぞれ増加しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

　

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,030,441 714,199 183,836 1,928,476

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 9,112,018

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.3 7.8 2.0 21.1

(注)１　地域は、地域的近接度により区分しております。

    ２　各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

   　(1)アジア　　　…　中国、台湾、タイ他 　

   　(2)北米　　  　…　米国、カナダ、メキシコ 　

   　(3)その他　  　…　ブラジル、英国、南アフリカ、オーストラリア他 　

　    ３  海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。　
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末
(平成20年８月31日)

１株当たり純資産額 1,061円81銭 １株当たり純資産額 1,095円01銭

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
 至　平成20年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額
 

12円52銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 
　

　　　(注)　1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
 至　平成20年11月30日)

四半期純利益(千円) 161,504

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 161,504

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,904

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年１月14日

株式会社進和

取締役会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　松　　井　　夏　　樹　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　内　　山　　隆　　夫　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社進和の平成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成20

年９月１日から平成20年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社進和及び連結子会社の平成20年11月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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