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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２四半期連結
累計期間

第60期
第２四半期連結
累計期間

第59期
第２四半期連結
会計期間

第60期
第２四半期連結
会計期間

第59期

会計期間

自　平成20年
　　９月１日
至　平成21年
　　２月28日

自　平成21年
　　９月１日
至　平成22年
　　２月28日

自　平成20年
　　12月１日
至　平成21年
　　２月28日

自　平成21年
　　12月１日
至　平成22年
　　２月28日

自　平成20年
　　９月１日
至　平成21年
　　８月31日

売上高 (千円) 16,567,4149,886,2077,455,3965,068,62727,458,476

経常利益 (千円) 514,847 217,508 108,084 186,560 913,070

四半期(当期)純利益 (千円) 165,148 34,889 3,643 112,528 310,411

純資産額 (千円) ― ― 13,711,15812,963,49113,205,832

総資産額 (千円) ― ― 27,778,98420,500,03819,795,394

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,062.541,004.661,023.43

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 12.80 2.70 0.28 8.72 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 (％) ― ― 49.36 63.24 66.71

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,201,6181,305,115 ― ― △119,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 26,441△216,655 ― ― △129,814

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △296,566△223,974 ― ― △517,493

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 6,620,9145,778,5864,928,186

従業員数 (名) ― ― 443 439 456

(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．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２四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２四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22年２月28日現在

従業員数(名) 439〔44〕

(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２四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22年２月28日現在

従業員数(名) 366〔42〕

(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２四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、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四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 625,071 71.1

ＦＡシステム 160,573 35.5

メンテナンスその他 23,683 127.3

合計 809,327 54.2

(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、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２四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 1,081,252 148.4 652,700 129.6

ＦＡシステム 705,150 275.3 597,416 436.4

メンテナンスその他 381,170 925.0 281,282 186.2

合計 2,167,573 197.1 1,531,398 184.4

(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、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２四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 1,057,745 94.7

産業機械 1,917,010 56.3

ＦＡシステム 195,302 50.5

メンテナンスその他 84,060 251.1

合計 3,254,119 65.8

(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２四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 2,164,145 98.3

産業機械 2,220,910 60.7

ＦＡシステム 391,396 27.8

メンテナンスその他 292,174 156.9

合計 5,068,627 68.0

(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２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

トヨタ自動車株式会社 1,113,615 14.9 746,632 14.7

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２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当第２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとするアジア景気の回復を背景に、大

手の国内製造業を中心として生産や輸出は緩やかに回復してまいりました。しかしながらそうした民間

企業においては、企業収益は改善しつつも、設備に対する過剰感から設備投資には今なお慎重な姿勢を続

けております。また、採用削減や賃金カットなどの雇用調整を続ける企業も多く、雇用情勢の回復にも遅

れが目立つなど、景気の本格的な回復には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とするエ

コカー需要のほか、中国・インドなど新興国における新車需要の拡大など、自動車需要は好転の様相を呈

してまいりました。しかしながら、昨年、北米で起きた大手自動車メーカーのリコール問題など今後の生

産動向にも大きな影響を与え得る課題も山積しており、同業界の事業環境は厳しい状況が続いておりま

す。
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このような状況のもと、当社グループは、平成21年12月には、自動車関連企業の集積化が進む東北地方

へ、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として、「東北営業所」を開

設し、営業部門の強化に取り組んでまいりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は、50億68百万円（前年同四半期比32.0％減）と

なりました。 

　また、経常利益につきましては、１億86百万円（前年同四半期比72.6％増）となり、四半期純利益は１億

12百万円（前年同四半期比2,988.2％増）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

ハイブリッド自動車用電池メーカーの工場新設に伴う設備投資が一服したほか、国内および海外日系

自動車メーカーにおいては工場や生産ラインの新設や増設にかかる設備需要がなく、抵抗溶接ガンやそ

の附帯設備の売上が減少したことや、自動車生産量の低迷に伴い、溶接材料やろう付材料の売上が減少し

たことから、売上高は21億64百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。

　

産業機械

国内自動車メーカーに向けた塗装ブースや、台湾半導体メーカー向け精密部品組付装置の売上があっ

たものの、国内および海外日系自動車メーカーにおける設備需要が低迷したことから、売上高は22億20百

万円（前年同四半期比39.3％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をはじめとする自動車関連産業の設備需要が激減し、生産管理・

指示システムや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３億91百万円（前年同四

半期比72.2％減）となりました。

　

メンテナンスその他

国内および海外日系自動車メーカーにおける工場新設や新規生産ラインの敷設などが停滞し、設備投

資意欲の回復が見込まれないなか、既設機械設備の強化を目的とした補修工事や改造工事などの売上の

効果により、売上高は２億92百万円（前年同四半期比56.9％増）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

売上の増加やコスト削減など企業収益は回復しつつも、国内製造業は設備投資に対する過剰感を払拭

しえず、増産に伴うシステム導入やライン敷設が減少いたしました。そのため、溶接およびろう付機器、生

産管理・指示システムや工程間搬送装置などの需要が減少し、売上高は48億70百万円（前年同四半期比

33.7％減）となりました。営業利益につきましては、売上総利益率の向上に加え、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、１億24百万円（前年同四半期比60.7％減）となりま

した。

　

②米国

北米製造業における設備投資の減少幅は縮小したものの、日系自動車メーカーにおいては、北米におけ

る本格的な自動車需要の回復にまで至らず、設備増強、新車種生産のためのライン構築は見送られ、同

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３億48百万

円（前年同四半期比53.1％減）となりました。また、営業利益につきましては、売上高が減少した一方、売

上総利益率が向上したことから、26百万円の営業損失（前年同四半期は74百万円の営業損失）となりま

した。

　

③アジア

中国、インドにおける景気刺激策の効果もあり、内需における景気回復がみられるものの、アジアも日

本や米国の例外ではなく、日系自動車メーカーの新車種生産立上げやモデルチェンジ、生産能力増強に伴

う設備需要が減少したことから、売上高は１億85百万円（前年同四半期比14.3％減）となりました。営業

利益につきましては、売上高の減少に加え、販売費及び一般管理費が増加した一方、売上総利益率が向上

した結果、11百万円（前年同四半期は０百万円の営業損失）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７億86百万円増加し、139億20百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金が２億22百万円減少しましたが、現金及び預金が８億50百万円増加したことによるも

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81百万円減少し、65億79百万円となりました。これは主に、当社中

国現地法人「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」（（注）参照）に対する出資金が１億30百万円増加

しましたが、減価償却などにより有形固定資産が１億46百万円減少、国内株式相場の低迷により投資有価

証券が69百万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９億52百万円増加し、70億９百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が９億27百万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５百万円減少し、５億27百万円となりました。

　

⑤純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ２億42百万円減少し、129億63百万円となりました。これは主に、

配当金の支払いなどにより利益剰余金が１億97百万円減少したほか、長引く円高の影響から為替換算調

整勘定が30百万円減少したことによるものであります。

　

（注）煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司（非連結子会社）は、中国の日系ゴム、石油・化学業界が保有する設備

をターゲットに、特殊肉盛溶接加工技術を使ったメンテナンス事業およびオーバーホール事業を展開する予定で

あります。平成21年10月に法人設立登記が完了し、現在、平成22年秋頃の操業開始を目指して工場を建設中であり

ます。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四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４億40百万円の

収入および投資活動による99百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは３億40百万円の収入と

なりました。

　また、財務活動により21百万円を支出した結果、当第２四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第１四半期連結会計期間末に対し３億33百万円増加し、57億78百万円となりました。

なお、当第２四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。

　

（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、４億40百万円（前年同四半期に比べ９億80百万円の収入減）となり

ました。これは主に、売上債権の増加額３億50百万円により資金が減少したものの、仕入債務の増加額８

億44百万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、99百万円（前年同四半期は１億20百万円の収入）となりました。これ

は主に、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、85百万円を

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、21百万円（前年同四半期に比べ20百万円の支出減）となりました。こ

れは主に、配当金の支払額21百万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２四半期連結会計期間において、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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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

①当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備

    の新設、除却等はありません。

　

②当第２四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の計画は以下のとおり　　　　　

　

　　であります。

会社名
事業所名

（所在地）
設備の内容

投資額
資金調達

方法
着手年月 完了年月

完成後の

増加能力総額

（千円）

既支払額

（千円）

提出会社

 

技術共同棟

（名古屋市守山区）

 

３階フロア改装工事 65,000― 自己資金
平成22年

５月

平成22年

８月

作業環境の改善

を図ることが目

的であるため、能

力の増加はあり

ません。

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。
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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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年４月13日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
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 14,415,319
　

14,415,319
　

― ―

　

(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12月１日～
平成22年２月28日

―
　

14,415,319 ―
　

951,106 ―
　

995,924
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成22年２月28日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

加　藤　皓　己 名古屋市千種区 513 3.56

加　藤　嘉　一 名古屋市千種区 506 3.52

下　川　浩　平 名古屋市千種区 472 3.27

根　本　哲　夫 名古屋市千種区 467 3.24

根　本　完　治 名古屋市名東区 379 2.63

進和従業員持株会
名古屋市守山区苗代２－９－３
株式会社進和内

355 2.47

進和取引先持株会
名古屋市守山区苗代２－９－３
株式会社進和内

313 2.18

岸　　　直　人 名古屋市千種区 268 1.86

日　置　正　民 東京都世田谷区 250 1.73

株式会社十六銀行 岐阜市神田町８－26 237 1.65

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 237 1.65

計 ― 4,000 27.75

(注)　当社は自己株式1,512,126株（10.49％）を所有しておりますが、上記の大株主から除いております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年２月28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 1,512,100

 

― 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 12,748,100
　

127,481 同上

単元未満株式 普通株式 　155,119
　

― 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 ― 127,481 ―

(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22年２月28日現在

所有者の氏名
または名称

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

1,512,100 ― 1,512,10010.49

計 ― 1,512,100 ― 1,512,10010.49

　

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 12月 平成22年１月 ２月

最高(円) 1,300 1,330 1,286 1,339 1,290 1,140

最低(円) 1,103 1,171 1,127 1,200 1,151 997

(注)　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、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりでありま

す。

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

専務取締役
営業部門統括営業本部長
兼 名古屋本店長

専務取締役
営業部門統括 兼 営業本部長

兼 本社営業本部長
森 岡 達 哉 平成22年４月１日

取締役
東京支店長 兼 東京営業部長

取締役
関東営業本部長 兼 東京営業部長

丸 谷 尚 博 平成22年４月１日

（注）　上記の異動は平成22年４月１日付の組織変更によるものであります。
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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２四半期連結会計期間(平成20年12月１日から平成21年２月28日まで)及び前第２四半期連結累

計期間(平成20年９月１日から平成21年２月28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

２四半期連結会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成21年９月１日から平成22年２月28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２四半期連結会計期間(平成20年12月１

日から平成21年２月28日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年９月１日から平成21年２月28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２四半期

連結会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年９

月１日から平成22年２月28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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 5,778,586 4,928,186

受取手形及び売掛金 6,749,951 6,972,398

商品及び製品 466,375 432,046

仕掛品 248,441 175,435

原材料及び貯蔵品 297,496 253,347

その他 445,181 438,113

貸倒引当金 △65,141 △64,679

流動資産合計 13,920,891 13,134,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,174,899 2,266,936

その他（純額） 2,852,157 2,906,631

有形固定資産合計 ※
 5,027,056

※
 5,173,568

無形固定資産 80,484 89,930

投資その他の資産

投資有価証券 1,149,306 1,218,874

その他 324,749 180,021

貸倒引当金 △2,449 △1,850

投資その他の資産合計 1,471,605 1,397,046

固定資産合計 6,579,146 6,660,546

資産合計 20,500,038 19,795,394

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,392,271 5,465,100

未払法人税等 118,858 54,141

引当金 149,817 148,999

その他 348,439 388,956

流動負債合計 7,009,386 6,057,197

固定負債

引当金 190,982 195,602

その他 336,177 336,761

固定負債合計 527,160 532,364

負債合計 7,536,546 6,589,561
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 997,392 997,293

利益剰余金 12,974,281 13,171,651

自己株式 △1,134,354 △1,134,087

株主資本合計 13,788,425 13,985,964

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △44,812 △30,340

土地再評価差額金 △610,061 △610,061

為替換算調整勘定 △170,253 △139,960

評価・換算差額等合計 △825,128 △780,362

少数株主持分 194 231

純資産合計 12,963,491 13,205,832

負債純資産合計 20,500,038 19,795,394
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年２月28日)

売上高 16,567,414 9,886,207

売上原価 14,201,505 8,321,671

売上総利益 2,365,909 1,564,536

販売費及び一般管理費 ※
 1,610,060

※
 1,400,232

営業利益 755,849 164,303

営業外収益

受取利息 8,257 8,233

受取配当金 46,205 23,883

デリバティブ評価損戻入 － 16,320

受取賠償金 － 14,291

その他 39,639 15,599

営業外収益合計 94,102 78,327

営業外費用

為替差損 198,162 21,911

デリバティブ評価損 131,420 －

その他 5,522 3,211

営業外費用合計 335,104 25,123

経常利益 514,847 217,508

特別利益

固定資産売却益 33,303 2,841

貸倒引当金戻入額 1,476 1,921

その他 300 －

特別利益合計 35,081 4,762

特別損失

投資有価証券評価損 70,386 64,464

減損損失 60,192 －

製品補償損失 － 8,060

その他 2,465 649

特別損失合計 133,044 73,175

税金等調整前四半期純利益 416,883 149,095

法人税、住民税及び事業税 289,806 103,854

過年度法人税等 － 37,272

法人税等調整額 △38,063 △26,921

法人税等合計 251,742 114,204

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 1

四半期純利益 165,148 34,889
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年12月１日
　至 平成21年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年２月28日)

売上高 7,455,396 5,068,627

売上原価 6,498,140 4,253,770

売上総利益 957,255 814,856

販売費及び一般管理費 ※
 739,849

※
 708,219

営業利益 217,406 106,636

営業外収益

受取利息 3,653 4,054

受取配当金 4,100 3,235

為替差益 － 24,663

デリバティブ評価損戻入 － 41,900

その他 8,864 7,164

営業外収益合計 16,618 81,018

営業外費用

為替差損 115,149 －

デリバティブ評価損 7,740 －

その他 3,050 1,094

営業外費用合計 125,940 1,094

経常利益 108,084 186,560

特別利益

固定資産売却益 33,303 1,884

貸倒引当金戻入額 － 1,456

投資有価証券評価損戻入益 － 126

その他 248 －

特別利益合計 33,552 3,467

特別損失

投資有価証券評価損 70,386 －

製品補償損失 － 8,060

その他 1,978 599

特別損失合計 72,365 8,660

税金等調整前四半期純利益 69,271 181,367

法人税、住民税及び事業税 37,427 49,285

法人税等調整額 28,202 19,552

法人税等合計 65,630 68,837

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 1

四半期純利益 3,643 112,528
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年２月28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 416,883 149,095

減価償却費 198,242 185,875

減損損失 60,192 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 544 1,088

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,814 8,418

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,100 △7,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,700 △4,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） 181 200

受取利息及び受取配当金 △54,463 △32,116

有形固定資産除売却損益（△は益） △30,988 △2,791

為替差損益（△は益） － △235

投資有価証券評価損益（△は益） 70,386 64,464

デリバティブ評価損益（△は益） 131,420 △16,320

ゴルフ会員権評価損 2,230 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,237,573 212,986

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,086 △167,927

仕入債務の増減額（△は減少） △2,346,692 1,002,937

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,572 △80,741

前渡金の増減額（△は増加） △130,547 7,374

前受金の増減額（△は減少） 409,898 3,439

その他 △45,544 24,361

小計 1,881,846 1,347,688

利息及び配当金の受取額 54,317 33,228

法人税等の支払額 △734,544 △75,802

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,201,618 1,305,115

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 △118,624 △39,396

有形固定資産の売却による収入 256,226 12,187

無形固定資産の取得による支出 △11,538 △57,645

投資有価証券の取得による支出 △2,581 －

子会社出資金の取得による支出 △63,014 △130,391

短期貸付けによる支出 △38,400 －

長期貸付けによる支出 △39,630 －

差入保証金の回収による収入 1,139 1,141

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 △11,832 －

定期預金の預入による支出 △4,789 －

定期預金の払戻による収入 59,485 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,441 △216,655
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年２月28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 △1,613 △421

自己株式の処分による収入 775 253

配当金の支払額 △295,675 △223,768

少数株主への配当金の支払額 △54 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,566 △223,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126,885 △14,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 804,608 850,400

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 ※
 6,620,914

※
 5,778,586
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【表示方法の変更】

　

　
当第２四半期連結会計期間

(自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28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２四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２四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２四半期連結会計期間に含まれる
「商品」「製品」は、それぞれ395,700千円、70,674千円であります。
　また、前第２四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」(27,502千円)は、当第２四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２四半期連結会計期間に含まれ
る「原材料」「貯蔵品」はそれぞれ265,376千円、32,120千円であります。

　 　前第２四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２四半期
連結会計期間より区分掲記しております。なお、前第２四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2,364,545千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年２月28日)

１. 一般債権の貸倒見積高
の算定方法
 

　当第２四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．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２四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成22年２月28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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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　　5,214,322千円 ※　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)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年９月１日
　至  平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
　至  平成22年２月28日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　　 　124,068千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　108,993千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　518,423千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　 106,605千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　12,183千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 8,250千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　　 　 72,114千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　101,991千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　521,385千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　  88,917千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　13,500千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 7,880千円

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年12月１日
　至  平成21年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年12月１日
　至  平成22年２月28日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　 　　 21,874千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　 52,895千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　251,306千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　　22,426千円
　　　役員賞与引当金繰入額　     1,847千円
　　　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
　　　運賃　　　　　　　　 　　 40,569千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　 50,637千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　255,320千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　　25,247千円
　　　役員賞与引当金繰入額　     6,850千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 3,945千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年９月１日
至  平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成22年２月28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21年２月28日現在）

現金及び預金 6,620,914千円

現金及び現金同等物の期末残高 6,620,914千円

※  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22年２月28日現在）

現金及び預金 5,778,586千円

現金及び現金同等物の期末残高 5,778,586千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年２月28日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　

至　平成22年２月28日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,512,126

　
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

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22年４月９日
取締役会

普通株式 193,547 15平成22年２月28日 平成22年５月19日 利益剰余金
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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２第四半期連結会計期間(自 平成20年12月１日　至 平成21年２月28日)及び当第２四半期連結会計期
間(自 平成21年12月１日　至 平成22年２月28日)並びに前２第四半期連結累計期間(自 平成20年９月１
日　至 平成21年２月28日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28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２四半期連結会計期間(自  平成20年12月１日  至  平成21年２月28日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高6,587,071673,194195,1307,455,396 ― 7,455,396

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

757,45870,544 21,114849,117(849,117) ―

計 7,344,530743,738216,2448,304,513(849,117)7,455,396

営業利益又は営業損失(△) 316,679△74,914 △688 241,075(23,669)217,406

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年２月28日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高4,668,260239,667160,6985,068,627 ― 5,068,627

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

202,435109,21124,704336,351(336,351) ―

計 4,870,696348,879185,4035,404,979(336,351)5,068,627

営業利益又は営業損失(△) 124,427△26,889 11,443108,981(2,344)106,636

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成21年２月28日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高15,074,5591,028,105464,75016,567,414 ― 16,567,414

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

1,345,448158,63551,6341,555,718(1,555,718)―

計 16,420,0081,186,740516,38418,123,133(1,555,718)16,567,414

営業利益又は営業損失(△) 885,696△101,194△19,099765,402(9,553)755,849
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当第２四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成22年２月28日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高9,128,804421,699335,7039,886,207 ― 9,886,207

(2) セグメント間の
　　　　　　　　内部売上高

340,813157,50149,958548,273(548,273) ―

計 9,469,617579,201385,66110,434,480(548,273)9,886,207

営業利益又は営業損失(△) 199,980△59,228 17,447158,199 6,104 164,303

(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。前第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

　　　　前第２四半期連結累計期間

　　　（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、第１四期

　　　　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40,601千円減少し、

　　　　営業損失が米国で1,149千円、アジアで3,005千円それぞれ増加しております。

EDINET提出書類

株式会社進和(E02896)

四半期報告書

25/32



【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年12月１日  至  平成21年２月28日)

　 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 691,209 462,386 218,823 1,372,420

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 7,455,396

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

9.3 6.2 2.9 18.4

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年２月28日)

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 747,693 307,577 76,999 1,132,269

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 5,068,627

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

14.7 6.1 1.5 22.3

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年９月１日  至  平成21年２月28日)

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,492,828 1,405,408 402,659 3,300,896

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 16,567,414

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

9.0 8.5 2.4 19.9

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年９月１日  至  平成22年２月28日)

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,142,600 499,120 224,781 1,866,502

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 9,886,207

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.6 5.0 2.3 18.9

(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、メキシコ、カナダ

　　 (3)その他　　　…　英国、南アフリカ、ベルギー他

　　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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 1,004円66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

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年９月１日
至  平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成22年２月28日)

１株当たり四半期純利益金額 12円80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株当たり四半期純利益金額 ２円70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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
  至　平成21年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日 
  至　平成22年２月28日)

四半期純利益(千円) 165,148 34,889

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) 165,148 34,889

 普通株式の期中平均株式数(千株) 12,904 12,903
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年12月１日
至  平成21年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年２月28日)

１株当たり四半期純利益金額 ０円28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株当たり四半期純利益金額 ８円72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。

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年12月１日 
  至　平成21年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年12月１日 
  至　平成22年２月28日)

四半期純利益(千円) 3,643 112,528

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) 3,643 112,528

 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】

   平成22年４月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 ①中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　193,547千円

　 ②１株当たりの金額         　　　　　　　　　 15円00銭

　 ③支払請求の効力発生日および支払開始日　　　　平成22年５月19日

　 （注）平成22年２月28日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支

　　 払いを行います。
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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４月13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２四半期連結会計期間(平成20

年12月１日から平成21年２月28日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年９月１日から平成21年２月28

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２月

28日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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４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２四半期連結会計期間(平成21

年12月１日から平成22年２月28日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成22年２月28

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22年２月

28日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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