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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60期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第59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21年
　　９月１日
至　平成21年
　　11月30日

自　平成20年
　　９月１日
至　平成21年
　　８月31日

売上高 (千円) 9,112,0184,817,58027,458,476

経常利益 (千円) 406,762 30,947 913,070

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) 161,504△77,638 310,411

純資産額 (千円) 13,702,11412,823,93913,205,832

総資産額 (千円) 28,961,13719,536,88719,795,394

１株当たり純資産額 (円) 1,061.81 993.84 1,023.43

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) 12.52 △6.02 24.06

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 65.64 66.71

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △219,115 864,614△119,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △94,422△116,763△129,814

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △255,007△202,825△517,493

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,140,7615,444,8794,928,186

従業員数 (名) 445 445 456

(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．第59期第１四半期連結累計（会計）期間および第59期の潜在株式調整後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。

４．第60期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株

　　当たり四半期純損失である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21年11月30日現在

従業員数(名) 445〔43〕

(注)　１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む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21年11月30日現在

従業員数(名) 368〔41〕

(注)　１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む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) 前年同四半期比(％)

金属接合 782,378 82.0

ＦＡシステム 260,586 31.7

メンテナンスその他 60,006 270.1

合計 1,102,970 57.9

(注) １．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．平成21年９月１日付の組織変更により、製造部門メカトロシステムセンターは、その製造機能を外部委託し、

その他の業務（営業およびハード・ソフトの設計等）は、営業部門メカトロシステムグループに移管してお

ります。そのため、当第１四半期連結会計期間より産業機械の生産実績は該当ありません。また、前年同期比に

つきましても記載しておりません。

　

(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) 前年同四半期比(％)受注残高(千円)前年同四半期比(％)

金属接合 1,084,800 87.0 558,036 70.9

ＦＡシステム 141,369 18.4 63,369 17.1

メンテナンスその他 175,654 361.7 104,495 35.2

合計 1,401,824 67.4 725,901 48.7

(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．平成21年９月１日付の組織変更により、製造部門メカトロシステムセンターは、その製造機能を外部委託し、

その他の業務（営業およびハード・ソフトの設計等）は、営業部門メカトロシステムグループに移管してお

ります。そのため、当第１四半期連結会計期間より産業機械の受注高、受注残高は該当ありません。また、それ

ぞれの前年同期比につきましても記載しておりません。なお、前連結会計年度末における当該品目の受注残高

は173千円ありましたが、期首（平成21年９月１日）に営業部門へ移管したことに伴い、当該期首残高はな

かったものとして受注高に含めておりません。

　

(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) 前年同四半期比(％)

金属接合 1,053,364 56.6

産業機械 1,517,050 46.1

ＦＡシステム 211,893 27.0

メンテナンスその他 37,278 33.5

合計 2,819,585 46.6

(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) 前年同四半期比(％)

金属接合 2,250,465 66.9

産業機械 1,743,945 44.5

ＦＡシステム 568,114 37.5

メンテナンスその他 255,054 81.6

合計 4,817,580 52.9

(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
前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

パナソニックEVエナジー株式会社 861,397 9.5 881,072 18.3

トヨタ自動車株式会社 1,303,336 14.3 586,894 12.2

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに係

る重要な変更および新たに発生した事業等のリスクはありません。

　

３ 【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。

　

４ 【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

当第１四半期連結会計期間の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析は、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、大手の国内製造業を中心に生産や輸出などが緩や

かに回復し、企業収益にも底打ち感が見られてまいりました。しかしながら、設備投資に対する過剰感や

雇用情勢の低迷に加え、円高やデフレが懸念されるなど、国内の景気回復はまだ時間を要するものと思わ

れます。 

　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、政府の新車購入支援策を背景に、国内

生産は回復の兆しが見られ始めました。また、中国・インドなど新興国においても、新車の販売台数が好

調に推移するなど、自動車需要は好転の様相を呈しております。しかしながら、同業界の企業収益は、前述

の円高やデフレなどの悪材料により収益への圧迫が懸念され、設備投資につきましては、依然として慎重

な姿勢を崩さないなど、当社グループの事業環境にも厳しい状況が続いてまいりました。 
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このような状況のもと、当社は、「安全衛生管理課」を「品質・安全管理課」に改め、より品質の高い

当社グループの製品供給の実現に努めるほか、自動車関連企業の集積化が進む東北地方に、当社グループ

の特色でもある現場密着型営業の実現と需要の確保を目的に、「東北営業所」の開設準備をすすめる

（平成21年12月１日付　宮城県仙台市に開設）など、営業部門の強化にも取り組んでまいりました。 

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、48億17百万円（前年同四半期比47.1％減）と

なりました。 

　また、経常利益につきましては、30百万円（前年同四半期比92.4％減）となり、四半期純損失は77百万円

（前年同四半期は四半期純利益１億61百万円）となりました。 

　

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

国内および海外日系自動車メーカーにおける自動車生産台数の減少および設備投資意欲の減退から、

溶接およびろう付材料、抵抗溶接ガンおよび附帯設備の需要が減少し、売上高は22億50百万円（前年同四

半期比33.1％減）となりました。

　

産業機械

国内自動車メーカーの塗装工場における作業環境改善工事などの売上があったものの、前第１四半期

連結会計期間のような国内および海外日系自動車メーカーの工場増設や生産能力増強を目的とした各種

省力化機械装置の需要が激減したことから、売上高は17億43百万円（前年同四半期比55.5％減）となり

ました。

　

ＦＡシステム

国内および海外日系自動車メーカーの工場新設や増設に伴う生産管理・指示システムをはじめ、ケー

ブルコネクターなどの売上が減少したことから、売上高は５億68百万円（前年同四半期比62.5％減）と

なりました。

　

メンテナンスその他

国内の自動車・部品メーカーおよびタイヤメーカーなどに対する設備改造工事やオーバーホール工事

が増加したものの、北米をはじめとする海外日系自動車メーカーの設備改造工事やかかる工程管理、監督

業務などのオペレーティング業務が減少したことから、売上高は２億55百万円（前年同四半期比18.4％

減）となりました。
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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

国内自動車関連業界を中心に国内製造業は設備投資に対し過剰感を強め、溶接およびろう付機器・材

料をはじめ、省力化機械装置および生産管理・指示システムの需要が減少したことから、売上高は45億98

百万円（前年同四半期比49.3％減）となりました。営業利益につきましては、販売費及び一般管理費の削

減に努めたものの、売上高の減少が大きく響き75百万円（前年同四半期比86.7％減）となりました。

　

②米国

米国自動車業界における企業収益の低迷から設備投資に対する意欲は減退し、米国やカナダにおける

新車種生産立上げや増産に伴う工場の新設や増設はありませんでした。そのため、日系自動車メーカーに

向けた抵抗溶接ガンや各種省力化機械装置の需要が激減したことから、売上高は２億30百万円（前年同

四半期比48.0％減）となりました。また、売上高の減少に加え、売上総利益率の低下に伴い32百万円の営

業損失（前年同四半期は26百万円の営業損失）となりました。

　

③アジア

タイ、南アフリカなど日系自動車メーカーのモデルチェンジや生産能力の増強に伴う設備需要がなく、

前第１四半期連結会計期間に計上したプレス間搬送装置や車体測定用ソフトウェアなどのような需要が

なかったことから、売上高は２億円（前年同四半期比33.3％減）となりました。一方、売上総利益率の向

上や販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、６百万円の営業利益（前年同四半期は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79百万円減少し、130億55百万円となりました。これは主に、現金及

び預金が５億16百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が５億80百万円減少したことによるもので

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１億78百万円減少し、64億81百万円となりました。これは主に、国

内株式相場の下落により投資有価証券が１億23百万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１億32百万円増加し、61億89百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が51百万円、賞与引当金が94百万円増加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９百万円減少し、５億23百万円となりました。

　

⑤純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ３億81百万円減少し、128億23百万円となりました。これは主に、

配当金の支払いなどにより、利益剰余金が３億９百万円減少したほか、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50百万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８億64百万円の

収入および投資活動による１億16百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは７億47百万円の収

入となりました。

　また、財務活動により２億２百万円を支出した結果、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比べ５億16百万円増加し、54億44百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、８億64百万円（前年同四半期は2億19百万円の支出）となりました。

これは主に、売上債権の減少額５億63百万円と仕入債務の増加額１億58百万円により資金が増加したこ

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、１億16百万円（前年同四半期に比べ22百万円支出増）となりました。

これは主に、米国現地子会社に対し新しい会計システムの導入に伴う有形固定資産および無形固定資産

の取得による支出69百万円や、平成22年秋ごろの操業を予定しております当社の中国現地法人「煙台三

拓進和撹拌設備維修有限公司」に対する出資金として、子会社出資金の取得45百万円を支出したことに

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、２億２百万円（前年同四半期に比べ52百万円支出減）となりました。

これは主に、配当金の支払額２億２百万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708千円であります。
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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、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。

なお、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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21年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年１月13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

単元株式数は100株であります。
 

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21年９月１日～
平成21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、大株主の異動は把握してお

りません。

　

EDINET提出書類

株式会社進和(E02896)

四半期報告書

11/28



(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21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21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 1,511,900

 

― 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,741,800
　

127,418 同上

単元未満株式 普通株式 　161,619
　

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 14,415,319 ― ―

総株主の議決権 ― 127,418 ―

(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21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

1,511,900 ― 1,511,90010.49

計 ― 1,511,900 ― 1,511,90010.49

　

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21年
９月 10月 11月

最高(円) 1,3001,3301,286

最低(円) 1,1031,1711,127

(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。
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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。

　なお、前第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)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)は、改正

後の四半期連結財務諸表規則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、前第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は、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受け、当第１四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。
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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21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21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,444,879 4,928,186

受取手形及び売掛金 6,391,999 6,972,398

商品及び製品 410,683 432,046

仕掛品 180,791 175,435

原材料及び貯蔵品 263,954 253,347

その他 427,133 438,113

貸倒引当金 △64,130 △64,679

流動資産合計 13,055,310 13,134,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,213,169 2,266,936

その他（純額） 2,851,505 2,906,631

有形固定資産合計 ※
 5,064,674

※
 5,173,568

無形固定資産 85,343 89,930

投資その他の資産

投資有価証券 1,095,588 1,218,874

その他 237,820 180,021

貸倒引当金 △1,850 △1,850

投資その他の資産合計 1,331,558 1,397,046

固定資産合計 6,481,577 6,660,546

資産合計 19,536,887 19,795,394

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,516,407 5,465,100

未払法人税等 62,873 54,141

賞与引当金 222,599 127,699

引当金 6,850 21,300

その他 381,191 388,956

流動負債合計 6,189,921 6,057,197

固定負債

引当金 186,924 195,602

その他 336,102 336,761

固定負債合計 523,027 532,364

負債合計 6,712,948 6,589,561
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,332 997,293

利益剰余金 12,861,752 13,171,651

自己株式 △1,134,220 △1,134,087

株主資本合計 13,675,970 13,985,964

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △51,603 △30,340

繰延ヘッジ損益 △568 －

土地再評価差額金 △610,061 △610,061

為替換算調整勘定 △190,018 △139,960

評価・換算差額等合計 △852,252 △780,362

少数株主持分 220 231

純資産合計 12,823,939 13,205,832

負債純資産合計 19,536,887 19,795,394
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 9,112,018 4,817,580

売上原価 7,703,364 4,067,900

売上総利益 1,408,653 749,680

販売費及び一般管理費 ※
 870,210

※
 692,013

営業利益 538,443 57,666

営業外収益

受取利息 4,603 4,179

受取配当金 42,104 20,647

受取賠償金 － 14,291

その他 30,774 8,435

営業外収益合計 77,483 47,553

営業外費用

為替差損 83,012 46,575

デリバティブ評価損 123,680 25,580

その他 2,471 2,116

営業外費用合計 209,164 74,271

経常利益 406,762 30,947

特別利益

固定資産売却益 － 956

貸倒引当金戻入額 1,528 464

特別利益合計 1,528 1,420

特別損失

減損損失 60,192 －

投資有価証券評価損 － 64,590

その他 486 49

特別損失合計 60,679 64,640

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

347,611 △32,271

法人税、住民税及び事業税 252,379 54,568

過年度法人税等 － 37,272

法人税等調整額 △66,266 △46,473

法人税等合計 186,112 45,367

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 161,504 △77,638
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

347,611 △32,271

減価償却費 103,711 95,352

減損損失 60,192 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,528 △429

賞与引当金の増減額（△は減少） 128,383 94,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,363 △14,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,825 △8,765

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143 86

受取利息及び受取配当金 △46,708 △24,826

有形固定資産売却損益（△は益） 462 △956

有形固定資産除却損 － 49

為替差損益（△は益） － 1,111

投資有価証券評価損益（△は益） － 64,590

デリバティブ評価損益（△は益） 123,680 25,580

ゴルフ会員権評価損 2,230 －

売上債権の増減額（△は増加） 873,526 563,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △290,313 △15,240

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） △913,189 158,540

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,986 △57,202

前払費用の増減額（△は増加） － 4,920

前渡金の増減額（△は増加） △151,742 59,534

前受金の増減額（△は減少） 211,150 △7,109

その他 28,651 39,281

小計 452,915 945,848

利息及び配当金の受取額 42,788 20,726

法人税等の支払額 △714,820 △101,959

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,115 864,614

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 △11,771

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 △57,645

投資有価証券の取得による支出 △2,782 －

子会社出資金の取得による支出 － △45,150

差入保証金の回収による収入 2,548 354

差入保証金の差入による支出 － △2,551

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 △116,763
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

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 △197

自己株式の処分による収入 775 103

配当金の支払額 △254,559 △202,730

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 △202,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △106,998 △28,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △675,544 516,692

現金及び現金同等物の期首残高 5,712,274 4,928,186

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

※
 5,444,879
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【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年9月1日　至　平成21年11月30日)

四半期連結貸借対照表関係 　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平
成20年８月７日　内閣府令第50号)の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、
「商品」「製品」として掲記されていたものは、当第１四半期連結会計期間は「商品及び
製品」として一括して掲記しております。なお、当第１四半期連結会計期間に含まれる
「商品」「製品」は、それぞれ351,848千円、58,834千円であります。
　また、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」と流動資産の「その他」に含めて
表示しておりました「貯蔵品」(23,909千円)は、当第１四半期連結会計期間は「原材料及
び貯蔵品」として一括して掲記しております。なお、当第１四半期連結会計期間に含まれ
る「原材料」「貯蔵品」はそれぞれ237,402千円、26,551千円であります。

　 　前第１四半期連結会計期間において、固定資産の「有形固定資産」に含めて表示してお
りました「建物及び構築物(純額)」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期
連結会計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結会計期間の固定資産の
「有形固定資産」に含まれる「建物及び構築物(純額)」は2,519,341千円であります。

　 　前第１四半期連結会計期間において、流動負債の「引当金」に含めて表示しておりまし
た「賞与引当金」は、負債純資産合計の100分の1を超えたため、当第１四半期連結会計期
間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結会計期間の流動負債の「引当金」
に含まれる「賞与引当金」は、282,098千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年9月1日　至　平成21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21年9月1日　至　平成21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21年11月30日)

前連結会計年度末
(平成21年８月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,136,308千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,079,866千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21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

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　給与　　　　　　　　 　　266,065千円
　　　運賃　　　　　　　　　 　 31,545千円
　　　賞与引当金繰入額　　　　  63,669千円　
 　　 役員報酬　　　　　　　　　51,353千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　 6,650千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 3,935千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21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

※　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21年11月30日現在)

現金及び預金 5,444,879千円

現金及び現金同等物の期末残高

　　
5,444,879千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年11月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　

至　平成21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) 1,512,128

　
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21年11月26日
定時株主総会

普通株式 232,260 18平成21年８月31日 平成21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】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21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】

前第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。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21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4,460,543182,031175,0044,817,580 ― 4,817,580

(2) セグメント間の
　　　　　　　　内部売上高

138,37748,290 25,253211,921(211,921) ―

計 4,598,920230,322200,2585,029,501(211,921)4,817,580

営業利益又は営業損失(△) 75,552△32,338 6,004 49,218 8,448 57,666

(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。

　　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

　

【海外売上高】
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前第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。　

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)

　

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 394,907 191,543 147,782 734,233

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 4,817,580

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

8.2 3.9 3.0 15.2

(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、タイ、台湾他 　

   　(2)北米　　  　…　米国、カナダ、メキシコ 　

   　(3)その他　  　…　英国、アルゼンチン、南アフリカ、チェコ他 　

　    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21年11月30日)

前連結会計年度末
(平成21年８月31日)

　 　

１株当たり純資産額 993円84銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,023円43銭
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21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。

　

１株当たり四半期純損失金額
 

6円02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、1株当たり四半期純損失であるため記載しており
ません。

 
　

　　　(注)　1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下

　　　　　のとおりであります。

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日 
 至　平成21年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) 161,504 △77,638

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
又は四半期純損失(△)(千円)

161,504 △77,638

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,904 12,903

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年１月13日

株式会社進和

取締役会　御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　井　　夏　　樹　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　後　　藤　　隆　　行　　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21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成21

年９月１日から平成21年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成21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21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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