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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60期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第61期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間

自　平成21年
　　９月１日
至　平成21年
　　11月30日

自　平成22年
　　９月１日
至　平成22年
　　11月30日

自　平成21年
　　９月１日
至　平成22年
　　８月31日

売上高 (千円) 4,817,5804,917,37422,753,523

経常利益 (千円) 30,947 169,656 883,086

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) △77,638 107,928 296,564

純資産額 (千円) 12,823,93913,053,08813,044,401

総資産額 (千円) 19,536,88719,962,45520,130,762

１株当たり純資産額 (円) 993.84 1,011.601,010.93

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) △6.02 8.36 22.98

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 (％) 65.64 65.39 64.80

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 864,614 34,1621,091,216

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △116,763△131,748△478,456

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △202,825△163,515△425,643

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,444,8794,883,4505,097,502

従業員数 (名) 445 464 450

(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61期第１四半期連結累計（会計）期間および第60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22年11月30日現在

従業員数(名) 464〔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22年11月30日現在

従業員数(名) 361〔40〕

(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、受注及び販売の状況】

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号　平成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用したことに伴い、セグメント区分を変更しているため、前

年同期との比較は記載しておりません。

　
(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 975,346 ―

アジア 74,835 ―

合計 1,050,181 ―

(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．セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。

３．米国は製造部門を設けていないため、記載を省略しております。

　

(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメント名称 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(％)

日本 1,564,439 ― 1,208,088 ―

アジア 77,611 ― 41,034 ―

合計 1,642,050 ― 1,249,123 ―

(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．セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。

３．米国は製造部門を設けていないため、記載を省略しております。

　
(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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメント名称 商品仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 2,830,376 ―

米国 182,267 ―

アジア 137,665 ―

合計 3,150,310 ―

(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．セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。
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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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメント名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

日本 4,293,885 ―

米国 236,016 ―

アジア 387,472 ―

合計 4,917,374 ―

(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．セグメント間取引につきましては、相殺消去しております。

３．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(％)

トヨタ自動車株式会社 586,894 12.2 767,096 15.6

４．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、経営成績及びキャッシュ・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、政府の経済対策等により消費者マインドはやや持

ち直し、企業収益も緩やかに改善してまいりました。その一方、海外経済の減速や円高、さらにはデフレな

ど経済の先行きに対する不安要素が山積し、わが国における景気は、依然として混沌とした状況が続いて

おります。

　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、中国など新興国の需要拡大に伴い、海

外製造拠点の拡大や増産などから海外販売台数は増加しましたが、政府のエコカー補助金制度の終了に

伴い、国内販売台数は低迷の様相を呈してまいりました。

このような状況のもと、当社グループは、製造面において、今後、設備メンテナンス需要の拡大が期待さ

れる中国市場を見据え、平成21年に設立した製造拠点「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」（中国・

山東省煙台市）の操業を平成22年９月より開始いたしました。また、同国天津市に、ケーブルコネクター

や情報端末などＦＡ機器の生産を目的とする「進和（天津）自動化控制設備有限公司」の設立・操業

（平成23年春頃予定）準備にも取り組んでまいりました。
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一方、営業面では、自動車需要の拡大が見込まれるブラジルに開設した現地法人「SHINWA REPRESENTA

ÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA.」において、営業活動が平成23年春頃より開始できるよう、その準備

を進めてまいりました。

　財務面においては、当連結会計年度より新たに「那欧雅進和（上海）貿易有限公司」が連結子会社とな

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、49億17百万円（前年同四半期比2.1％増）とな

りました。 

　また、経常利益につきましては、１億69百万円（前年同四半期比448.2％増）となり、四半期純利益は１

億７百万円（前年同四半期は四半期純損失77百万円）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。なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント

情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）および「セグメント情報

等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用し

たことに伴い、セグメント区分を以下のように変更しております。

　（従　来）　品目別：金属接合、産業機械、ＦＡシステム、メンテナンスその他

　　　　　　　　所在地別セグメント：日本、米国、アジア

　　（今回より）日本、米国、アジア

この変更に伴い、定性的情報において、各セグメントの対前年同期との比較は記載しておりません。セ

グメントに関する詳細は、23ページの（セグメント情報）をご覧ください。

　

①日本

ハイブリッド自動車用電池メーカーに対する新規設備や電池部品である集電板の売上が減少したもの

の、台湾半導体メーカーに向けた精密部品はんだ付用治具やろう付材料の売上が伸びました。また、国内

および海外日系自動車メーカーに対する搬送装置や部品供給装置といった省力化機械装置の売上が増加

したことから、売上高は42億93百万円となりました。営業利益につきましては、販売費及び一般管理費の

削減に努めたことにより１億24百万円となりました。

　
②米国

米国内の自動車販売台数の増加などから、設備の消耗品等の売上が伸張し、売上高は２億36百万円とな

りました。また、営業利益につきましては、人件費を中心に販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、

12百万円の営業損失となりました。

　
③アジア

当連結会計年度より「那欧雅進和（上海）貿易有限公司」が新たに連結子会社となり、中国日系自動

車メーカーや日系機械メーカーに対する売上があったほか、タイ、オーストラリア等の日系自動車メー

カーに向けたＦＡシステム機器や溶接・ろう付材料の売上が増えたことから、売上高は３億87百万円と

なりました。営業利益につきましては、売上高の伸張に伴い、23百万円となりました。
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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２億84百万円減少し、133億51百万円となりました。これは主に、商

品及び製品が２億52百万円増加しましたが、現金及び預金が２億14百万円、受取手形及び売掛金が４億66

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１億16百万円増加し、66億11百万円となりました。これは主に、減

価償却などにより有形固定資産が76百万円減少しましたが、国内株式相場の一定の回復により投資有価

証券が75百万円増加したほか、子会社に対する出資金が１億17百万円増加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１億80百万円減少し、63億72百万円となりました。これは主に、賞

与引当金が91百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が３億90百万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３百万円増加し、５億36百万円となりました。

　

⑤純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ８百万円増加し、130億53百万円となりました。これは主に、国内

株式相場の一定の回復によりその他有価証券評価差額金が19百万円増加しましたが、為替変動の影響か

ら、為替換算調整勘定が28百万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34百万円の収入

および投資活動による１億31百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは97百万円の支出となり

ました。

　また、財務活動により１億63百万円を支出した結果、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２億14百万円減少し、48億83百万円となりました。

　

（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、34百万円（前年同四半期に比べ８億30百万円の収入減）となりまし

た。これは主に、仕入債務の減少額４億51百万円とたな卸資産の増加額２億83百万円により資金が減少し

たものの、税金等調整前四半期純利益１億70百万円と売上債権の減少額５億51百万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、１億31百万円（前年同四半期に比べ14百万円支出増）となりました。

これは主に、平成22年９月より操業を開始いたしました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」および、平成22年７月に設立したブラジル現地法人「SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

DO BRASIL LTDA.」に対する出資金として、子会社出資金の払込１億17百万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、１億63百万円（前年同四半期に比べ39百万円支出減）となりました。

これは主に、配当金の支払額１億63百万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

①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した重要な設備の新設、除却等はあり

ません。

　

②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)

セグメント
の名称

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
本社ビル

（名古屋市守山区）
日本 空調設備入替 50,000 ― 自己資金

平成23年
３月

平成23年
５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。

提出会社および
中国子会社４社

本社ビル　他
(名古屋市守山区 他)

日本
アジア

会計システム
およびネット
ワークの整備

50,000 ― 自己資金
平成23年
２月

平成23年
２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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年１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 14,415,31914,415,319― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年９月１日～
平成22年11月30日

―
　

14,415,319 ―
　

951,106 ―
　

995,924

　

(6) 【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。
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(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できず、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22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22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 1,512,100

 

― 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 12,751,600
　

127,516 同上

単元未満株式 普通株式 151,619
　

― 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 ― 127,516 ―

(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 1,512,100 ― 1,512,10010.49

計 ― 1,512,100 ― 1,512,10010.49
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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22年
９月 10月 11月

最高(円) 1,012 981 964

最低(円) 928 801 781

(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)及び前第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

１四半期連結会計期間(平成22年９月１日から平成22年11月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平

成22年９月１日から平成22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)及び前第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並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年９月１日から平成22年11月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年９月１日から平成22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。
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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22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22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,883,450 5,097,502

受取手形及び売掛金 6,778,362 7,245,241

商品及び製品 763,568 510,984

仕掛品 224,527 184,095

原材料及び貯蔵品 271,045 251,047

その他 494,432 411,205

貸倒引当金 △64,374 △64,246

流動資産合計 13,351,012 13,635,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,077,031 2,123,369

その他（純額） 2,760,035 2,790,296

有形固定資産合計 ※
 4,837,066

※
 4,913,666

無形固定資産 69,179 73,590

投資その他の資産

投資有価証券 1,137,193 1,061,252

その他 570,453 448,872

貸倒引当金 △2,449 △2,449

投資その他の資産合計 1,705,196 1,507,674

固定資産合計 6,611,443 6,494,931

資産合計 19,962,455 20,130,762

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,453,486 5,844,193

未払法人税等 136,240 141,962

賞与引当金 221,499 130,101

引当金 5,227 20,850

その他 556,117 416,409

流動負債合計 6,372,571 6,553,516

固定負債

引当金 203,165 199,214

その他 333,630 333,630

固定負債合計 536,795 532,844

負債合計 6,909,367 7,086,361
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 997,435 997,432

利益剰余金 13,058,608 13,042,408

自己株式 △1,134,463 △1,134,465

株主資本合計 13,872,686 13,856,482

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,192 △14,281

繰延ヘッジ損益 1,034 △86

土地再評価差額金 △610,061 △610,061

為替換算調整勘定 △215,985 △187,854

評価・換算差額等合計 △819,820 △812,284

少数株主持分 222 203

純資産合計 13,053,088 13,044,401

負債純資産合計 19,962,455 20,130,762
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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21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成22年11月30日)

売上高 4,817,580 4,917,374

売上原価 4,067,900 4,061,244

売上総利益 749,680 856,129

販売費及び一般管理費 ※
 692,013

※
 736,347

営業利益 57,666 119,781

営業外収益

受取利息 4,179 4,997

受取配当金 20,647 647

受取賠償金 14,291 －

デリバティブ評価損戻入 － 43,020

その他 8,435 8,912

営業外収益合計 47,553 57,578

営業外費用

為替差損 46,575 7,508

デリバティブ評価損 25,580 －

その他 2,116 194

営業外費用合計 74,271 7,703

経常利益 30,947 169,656

特別利益

固定資産売却益 956 540

貸倒引当金戻入額 464 －

特別利益合計 1,420 540

特別損失

固定資産除却損 － 189

投資有価証券評価損 64,590 －

その他 49 －

特別損失合計 64,640 189

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（△）

△32,271 170,007

法人税、住民税及び事業税 54,568 128,672

過年度法人税等 37,272 －

法人税等調整額 △46,473 △66,605

法人税等合計 45,367 62,067

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,939

少数株主利益 0 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,638 107,928
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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21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成22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（△）

△32,271 170,007

減価償却費 95,352 91,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） △429 31

賞与引当金の増減額（△は減少） 94,900 91,398

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,450 △15,622

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,765 4,065

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86 △114

受取利息及び受取配当金 △24,826 △5,645

有形固定資産売却損益（△は益） △956 △540

有形固定資産除却損 49 189

為替差損益（△は益） 1,111 △2,727

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） 25,580 △43,020

売上債権の増減額（△は増加） 563,151 551,171

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,240 △283,371

仕入債務の増減額（△は減少） 158,540 △451,399

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,202 △12,936

前払費用の増減額（△は増加） 4,920 －

前渡金の増減額（△は増加） 59,534 －

前受金の増減額（△は減少） △7,109 84,937

その他 39,281 △7,576

小計 945,848 170,239

利息及び配当金の受取額 20,726 1,598

法人税等の支払額 △101,959 △137,675

営業活動によるキャッシュ・フロー 864,614 34,162

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 △11,771 △16,626

有形固定資産の売却による収入 － 1,448

無形固定資産の取得による支出 △57,645 －

子会社出資金の払込による支出 △45,150 △117,383

差入保証金の回収による収入 354 2,541

差入保証金の差入による支出 △2,551 △1,323

保険積立金の積立による支出 － △406

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,763 △131,748

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 △197 △34

自己株式の処分による収入 103 39

配当金の支払額 △202,730 △163,520

財務活動によるキャッシュ・フロー △202,825 △163,515
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成22年11月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,333 △395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,692 △261,497

現金及び現金同等物の期首残高 4,928,186 5,097,502

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 47,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,444,879

※
 4,883,450
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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22年9月1日　至　平成22年11月30日)

１. 連結の範囲に関する事
項の変更
 

  （1）連結の範囲の変更
  当第１四半期連結会計期間より、那欧雅進和（上海）貿易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）変更後の連結子会社の数
  ５社

２．会計処理基準に関する
事項の変更

  「資産除去債務に関する会計基準」の適用
  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基
準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。
  これによる損益への影響はありません。

　

【表示方法の変更】

　

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年9月1日　至　平成22年11月30日)

四半期連結損益計算書関係 　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ
く「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、
「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
 

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において区分掲記しておりました「営業活動によるキャッ
シュ・フロー」の「前払費用の増減額（△は増加）」及び「前渡金の増減額（△は増
加）」は、金額の重要性が乏しいため、当第１四半期連結累計期間では、「営業活動による
キャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
  なお、当第１四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払費
用の増減額（△は増加）」及び「前渡金の増減額（△は増加）」はそれぞれ、121千円及
び△46,404千円であります。
 

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年9月1日　至　平成22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あたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年9月1日　至　平成22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22年11月30日)

前連結会計年度末
(平成22年８月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,450,041千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,364,199千円

　

　

(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21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

※　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

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　給与　　　　　　　　 　　269,046千円
　　　運賃　　　　　　　　　 　 36,459千円
　　　賞与引当金繰入額　　　　  69,585千円　
 　　 役員報酬　　　　　　　　　47,873千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　 5,227千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 4,065千円

　

　

(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21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22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

※　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11月30日現在)

現金及び預金 4,883,450千円

現金及び現金同等物の期末残高

　　
4,883,450千円
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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22年11月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年９月１日　

至　平成22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) 1,512,182

　

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22年11月25日
定時株主総会

普通株式 193,546 15平成22年８月31日 平成22年11月26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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(セグメント情報等)

【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】

前第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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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当社グループは、製造業における生産設備及び資材の製造、販売、メンテナンスを主な事業としており、国
内においては当社が、海外においては米国、アジアを独立した現地法人がそれぞれ担当しております。各現
地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活
動を展開しております。
従って、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日
本」、「米国」及び「アジア」の３つを報告セグメントとしております。

　

２  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

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年９月１日  至  平成22年11月30日)

　 　 　 　 　

　

報告セグメント

合計　　　　　　（千
円）日本　　　　　　　　　（千

円）
米国　　　　　　　（千

円）
アジア　　　　　　　（千

円）

売上高 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,293,885 236,016 387,472 4,917,374

セグメント間の内部売上高又は
振替高

415,055 62,020 44,929 522,005

計 4,708,940 298,036 432,402 5,439,379

セグメント利益又はセグメント損
失（△）

124,355 △12,585 23,449 135,219

 

３  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 135,219

セグメント間取引消去 5,699

未実現利益の調整 △21,138

四半期連結損益計算書の営業利益 119,781

　

(追加情報)

１　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準
　　第17号  平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業
　　会計基準適用指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。
２　当第１四半期連結会計期間より、那欧雅進和(上海)貿易有限公司の重要性が増したため、連結
　　範囲に含めたことに伴い、アジアに含めて表示しております。
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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22年11月30日)

前連結会計年度末
(平成22年８月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,011円60銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,010円93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等

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

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。

　

１株当たり四半期純利益金額
 

8円36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21年９月１日 
 至　平成21年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日 
 至　平成22年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △77,638 107,928

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)

△77,638 107,928

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,903 12,903

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23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22年９月１日から平成23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22

年９月１日から平成22年11月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年９月１日から平成22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22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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