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1.  平成25年8月期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年8月期 33,597 12.6 2,060 17.2 2,335 26.5 1,289 27.7
24年8月期 29,827 13.2 1,758 25.4 1,845 29.6 1,010 12.9

（注）包括利益 25年8月期 1,730百万円 （68.1％） 24年8月期 1,029百万円 （22.0％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年8月期 99.93 ― 8.7 9.1 6.1
24年8月期 78.28 ― 7.3 8.0 5.9

（参考） 持分法投資損益 25年8月期  ―百万円 24年8月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年8月期 28,007 15,562 55.3 1,199.75
24年8月期 23,581 14,211 60.2 1,100.00

（参考） 自己資本   25年8月期  15,479百万円 24年8月期  14,192百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年8月期 4,839 △1,293 △543 7,186
24年8月期 △347 △951 △341 4,077

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年8月期 ― 16.00 ― 17.00 33.00 425 42.2 3.1
25年8月期 ― 17.00 ― 20.00 37.00 477 37.0 3.2
26年8月期(予想) ― 18.00 ― 19.00 37.00 35.9

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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 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) 18,000 9.8 1,120 12.2 1,145 △7.6 657 △17.2 50.92
通期 37,000 10.1 2,277 10.5 2,320 △0.7 1,330 3.2 103.08



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期 14,415,319 株 24年8月期 14,415,319 株
② 期末自己株式数 25年8月期 1,513,470 株 24年8月期 1,512,822 株
③ 期中平均株式数 25年8月期 12,902,252 株 24年8月期 12,902,585 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年8月期の個別業績（平成24年9月1日～平成25年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年8月期 29,968 11.8 1,489 5.7 1,687 7.3 879 2.9
24年8月期 26,804 8.0 1,409 17.2 1,572 17.9 854 △1.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年8月期 68.16 ―
24年8月期 66.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年8月期 25,838 14,408 55.8 1,116.78
24年8月期 22,421 13,803 61.6 1,069.84

（参考） 自己資本 25年8月期  14,408百万円 24年8月期  13,803百万円

2. 平成26年 8月期の個別業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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及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条件及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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
・当社は、平成25年10月18日に証券アナリスト及び機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配付する資料については、開催後速やか
に当社ホームページに掲載する予定です。 

売上高 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 15,319 6.9 888 2.2 502 5.6 38.92
通期 31,560 5.3 1,702 0.9 959 9.1 74.37
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 （単位：百万円）

 
（参考） 平成25年８月期 １株当たり当期純利益  99円93銭 

         平成24年８月期 １株当たり当期純利益   78円28銭 

  

当連結会計年度におけるわが国経済は、長期化する欧州債務問題や、一部新興国の経済成長の鈍化な

ど景気下押しリスクが存在していましたが、国内では新政権に対する期待感から株価の上昇や円高の是

正などにより、企業収益に改善が見られるなど、後半にかけて景気は概ね回復基調で推移いたしまし

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、中国では反日デモの影響を受け、販

売・生産が縮小しましたが、北米市場の回復やアセアン地域での市場拡大を受け、海外自動車生産は堅

調に推移いたしました。一方で海外シフトが進んだことにより国内生産は減少いたしました。 

 このような状況の中、当連結会計年度における売上高は自動車業界向けの溶接設備等の売上増加によ

り335億97百万円（前連結会計年度比12.6％増）となりました。 

 また、経常利益につきましては、23億35百万円（前連結会計年度比26.5％増）となり、当期純利益は

12億89百万円（前連結会計年度比27.7％増）となりました。 

  

これをセグメント別にご説明いたしますと、次のとおりであります。 

  

（日本） 

ハイブリッド自動車用電池メーカー向け集電板の熱処理加工の売上が減少しましたが、国内自動車メ

ーカーや自動車部品メーカーに対し、シートフレーム溶接設備やイオン注入装置の売上があったことな

どから、売上高は260億31百万円（前連結会計年度比7.0％増）となりました。セグメント利益につきま

しては15億15百万円（前連結会計年度比5.4％増）となりました。 

  

（米国） 

北米日系自動車メーカーにおけるモデルチェンジに伴い、溶接設備や治具等の設備改造の売上が増加

したことなどから、売上高は29億５百万円（前連結会計年度比53.0％増）となりました。セグメント利

益につきましては、79百万円（前連結会計年度比54.9％増）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

当連結会計年度予想 
（平成25年８月期） 

※平成24年10月12日発表
33,500 2,000 2,009 1,120

当連結会計年度 
（平成25年８月期）

33,597 2,060 2,335 1,289

前連結会計年度 
（平成24年８月期）

29,827 1,758 1,845 1,010

伸張率 12.6% 17.2% 26.5% 27.7%
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（アジア） 

タイ日系自動車メーカーにおける工場の新設やモデルチェンジに伴い、汎用溶接機器や溶接治具、Ｆ

Ａシステム機器の売上が増加したことや、中国日系自動車メーカーに対するプロジェクト売上があった

ことなどから、売上高は46億60百万円（前連結会計年度比29.3％増）となりました。セグメント利益に

つきましては、６億52百万円（前連結会計年度比164.6％増）となりました。 

  

 （単位：百万円）

 
（参考） 平成26年８月期 １株当たり当期純利益  103円08銭 

         平成25年８月期 １株当たり当期純利益   99円93銭 

  

今後の見通しにつきましては、引き続き欧州債務問題や、一部新興国の経済成長の鈍化が懸念される

ものと思われます。また、国内においては政府が本格的に経済政策を推進していくことで、企業の設備

投資や個人消費といった実態経済にどのような影響を与えるのか、その動向を注視する必要がありま

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、国内では平成26年４月に予定される

消費増税を見越しての駆け込み需要が予想され、それまでは生産・販売台数ともに前年に比べ増加する

ものと思われます。しかし、その後は反動により増加を見込むことは難しいものと思われます。また、

海外におきましては、当期同様に北米市場や新興国市場が牽引し、生産・販売ともに堅調に推移するも

のと予想されます。 

 このような状況のなか、当社グループは、ユーザーの国内需要はもとより、様々な国や地域から発せ

られる需要にも呼応するべく事業基盤の整備とその強化に努めてまいります。 

 次期の連結業績予想といたしましては、売上高370億円（前連結会計年度比10.1％増）、経常利益23

億20百万円（前連結会計年度比0.7％減）、当期純利益13億30百万円（前連結会計年度比3.2％増）を見

込んでおります。 

②次期の見通し

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

次連結会計年度 
（平成26年８月期）

37,000 2,277 2,320 1,330

当連結会計年度 
（平成25年８月期）

33,597 2,060 2,335 1,289

伸張率 10.1% 10.5% △0.7% 3.2%
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当連結会計年度末の資産合計は280億７百万円となり、前連結会計年度に比べ44億25百万円増加いた

しました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ47億79百万円増加し、220億28百万円となりました。これは主

に、受取手形及び売掛金が２億65百万円減少しましたが、現金及び預金が46億11百万円増加したことや

商品及び製品３億31百万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３億54百万円減少し、59億78百万円となりました。これは主に、

ジョイテックセンター統合による資産の除却や減価償却費などにより有形固定資産が１億41百万円減少

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30億43百万円増加し、118億77百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が27億２百万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31百万円増加し、５億67百万円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ13億50百万円増加し、155億62百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が８億50百万円増加したことによるものであります。 

以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の60.2%から4.9ポイント低下し55.3%となりまし

た。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて31億９百万円増

加し71億86百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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、48億39百万円（前連結会計年度は３億47百万円の支出）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益21億35百万円や仕入債務の増加額22億87百万円によるもので

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、12億93百万円（前連結会計年度に比べ３億42百万円の支出増）とな

りました。これは主に、定期預金の払戻により12億円の収入がありましたが、預入により27億８百万円

の支出があっ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、５億43百万円（前連結会計年度に比べ２億１百万円の支出増）とな

りました。これは主に、配当金の支払額４億38百万円によるものであります。 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

②連結キャッシュ・フローの状況
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）１． 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

      自己資本比率：自己資本 ／ 総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 ／ 総資産  

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）：有利子負債 ／ キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー ／ 利払い  

 ２． 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 ３． キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ４． 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。 

 ５． 平成21年８月期～平成22年８月期、平成24年８月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスで

あるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しており

ません。 

  

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置付け、業績の進展等を

勘案しながら、継続的かつ安定的な利益還元に努めることを基本方針としております。平成25年８月期

におきましてもこの基本方針に基づき、期末配当は20円を予定し、中間配当17円と合わせまして年間37

円の配当を予定しております。 

 内部留保金につきましては、企業体質の強化および今後の事業展開のために充当し、将来にわたる株

主利益の確保に努めていく所存であります。 

 次期の配当といたしましては、普通配当37円（中間配当18円）を予定しております。 

  

平成21年８月期 平成22年８月期 平成23年８月期 平成24年８月期 平成25年８月期

自己資本比率 66.7% 64.8% 59.9% 60.2% 55.3%

時価ベースの自己資本比率 83.7% 61.3% 50.3% 50.3% 49.1%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― 7.1% ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― 957.1倍 ― 926.3倍

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下において、当社グループの経営成績、財政状態に影響を与えうるリスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。なお、当社グループに関するすべてのリスク要因を網羅し

たものではありません。 

  

当社グループは、モノづくりを主体とする取引先企業の生産設備に係る金属接合、産業機械、ＦＡシ

ステム関連商品の販売、肉盛溶接・溶射加工、ろう付加工、ＦＡシステム関連製品の製造・販売および

メンテナンス工事の施工を主たる事業としております。なかでも、これら商・製品等の販売において

は、自動車関連産業への依存度が高く、当連結会計年度においても当社グループの連結売上高に占める

割合が６割を超過しております。また、自動車産業のなかでも特にトヨタ自動車グループへの依存度が

高く、その重要性は高いものとなっております。従いまして、当社グループの経営成績は、国内・海外

の自動車関連産業、なかでもトヨタ自動車グループの設備投資動向に影響を受ける可能性があります。

 なお、当社グループの自動車関連産業への売上高および連結売上高に対する比率は下表のとおりであ

ります。 

（単位：百万円）

 
  

当社グループは、取引先企業の海外生産シフトに対応するため、米国・欧州・アジア等に販売拠点お

よび製造拠点を設置し、海外事業の強化を図ってまいりました。そのため、現在では当社グループの

商・製品が30ヶ国以上の国々で使用されております。こうした当社グループにおける海外事業強化の一

方では、為替相場の変動等が当社グループの経営成績に影響を及ぼすようになりました。当社グループ

では、為替予約取引により、為替相場変動による影響の軽減を図っておりますが、それらによって為替

相場の変動リスクを全て排除することは不可能であるため、当社グループの経営成績は、為替相場変動

の影響を受ける可能性があります。 

 なお、海外への売上高および連結売上高に対する割合は下表のとおりであります。 

（単位：百万円）

 
  

（４）事業等のリスク

①自動車関連産業への依存について

回 次 第60期 第61期 第62期 第63期

決算年月 平成22年８月期 平成23年８月期
平成24年８月期   

（前連結会計年度）
平成25年８月期

（当連結会計年度）

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

連結売上高 22,753 100.0% 26,343 100.0% 29,827 100.0% 33,597 100.0%

自動車関連産
業向け売上高

12,838 56.4% 16,856 64.0% 19,078 64.0% 22,281 66.3%

②海外展開に伴う為替相場変動の影響について

回 次 第60期 第61期 第62期 第63期

決算年月 平成22年８月期 平成23年８月期
平成24年８月期

（前連結会計年度）
平成25年８月期

（当連結会計年度）

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

連結売上高 22,753 100.0% 26,343 100.0% 29,827 100.0% 33,597 100.0%

海外向け  
売上高

4,387 19.3% 6,936 26.3% 8,099 27.2% 9,387 27.9%
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当社の企業集団は、当社および子会社13社で構成され、金属接合、産業機械、ＦＡシステム関連商品

の販売、肉盛溶接・溶射加工、ろう付加工、ＦＡシステム関連製品の製造・販売およびメンテナンス工

事の施工を主な事業とし、子会社において物流業務ならびに不動産管理、損害保険代理業も行っており

ます。 

 なお、報告セグメントとして日本には当社と㈱進栄、米国にはSHINWA U.S.A. CORPORATION、アジア

にSHINWA INTEC Co., Ltd.、煙台進和接合技術有限公司および那欧雅進和（上海）貿易有限公司を含ん

でおります。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

(注) １．※持分法非適用会社 

２．株式会社進栄は、当社本社倉庫の管理業務および名古屋地区における納品業務を行っております。 

３．株式会社アイシンは、当社所有の不動産管理および損害保険代理業を行っております。 

４．SHINWA U.S.A. CORPORATION、SHINWATEC LIMITED、SHINWA INTEC Co., Ltd.および 那欧雅進和（上海）貿

易有限公司は販売会社で、当社はこれら子会社から主に溶接材料、ろう付材料などを購入しております。 

５．煙台進和接合技術有限公司は、中国においてろう付加工製品の生産および販売を行っております。当社は、

同有限公司に対し主にろう付材料などの原材料を販売しております。 

６．SHINWA（INDIA）ENGINEERING＆TRADING PRIVATE LIMITED は、SHINWA INTEC Co.,Ltd.の完全子会社で、主

にインドの日系自動車メーカーに対し、金属接合機器・材料、産業機械、ＦＡシステム等の販売をしており

ます。 

７．煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司は、中国において日系ゴムメーカーや石油・化学メーカーなどの機械設

備のオーバーホールをはじめとしたメンテナンス事業を行っております。 

８．SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDAは、主にブラジルの日系自動車メーカーに対し、金属接

合機器・材料、産業機械、ＦＡシステム等の販売をしております。 

９．進和（天津）自動化控制設備有限公司は、中国においてＦＡシステム機器の生産および販売を行っておりま

す。 

10．PT. SANTAKU SHINWA INDONESIAは、主にインドネシアにおける日系自動車メーカーに対し、金属接合機器・

材料、産業機械、ＦＡシステム等の販売をしております。 

11. SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD.は、SHINWA INTEC Co.,Ltd.の完全子会社で、主にマレーシアの日系自動

車メーカーに対し、金属接合機器・材料、産業機械、ＦＡシステム等の販売をしております。 

２．企業集団の状況
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当社は、創業以来の社是である「三拓の精神」（新商品の開拓、新規需要家の開拓、新規需要の開

拓）に基づくフロンティアスピリッツのもと、商社・メーカーの枠組みを超え、お客様のニーズにお応

えするべく、たゆまぬ挑戦を続けてまいりました。また、同時に事業の中核をなす接合技術の研鑚、接

合技術を用いた開発受託から始まる事業システムを構築するなど、オリジナリティあふれた収益性重視

の経営を実践してまいりました。 

 当社は、モノづくりのフィールドでこの独自性を活かし業績の向上に取り組み、接合を通じて産業界

の発展に貢献することを経営の基本方針とし、併せて財務体質の強化および資本効率の向上に努め、お

客様からは必要とされ、投資家の皆様からは信頼される企業であり続けることを目標としております。

  

当社グループは「財務体質の強化」と「収益力・資本効率の向上」を命題とし経営に取り組んでおり

ます。 

  財務面につきましては、高い自己資本比率の維持と内部留保の確保に努め、経営環境の変化への対応

と機動的な事業展開を推進するため、資産の有効活用に取り組んでまいります。  

  また、収益面、資本効率面につきましては、EPS（１株当たり当期純利益）を150円以上、ROE（自己

資本当期純利益率）15％以上を目標としております。 

  当連結会計年度におけるEPSは99円93銭、ROEにつきましては8.7％（前連結会計年度比1.4ポイント上

昇）となりました。今後、当社グループが掲げる目標数値に向け、収益構造の強化と自己資本の効率的

運用に努めるとともに、投資効率の高い経営を目指してまいります。 

  

 
  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

ＥＰＳ（１株当たり当期純利益） ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）

当連結会計年度
（平成25年８月期）

99円93銭 8.7％

前連結会計年度
（平成24年８月期）

78円28銭 7.3％

当社グループが目標として
掲げる数値

150円以上 15.0％以上
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当社グループでは以下のような中長期重点戦略を定め、技術力、収益力の強化を図り、いかなる経営

環境の変化にも対応できる確固たる企業基盤づくりに取り組んでおります。 

  

市場ニーズや時代に即した製品の開発・改良をとおし、当社にとって も収益性の高い製品分野の拡

張を図ってまいります。 

  

環境・安全に配慮した商品、製品ならびにサービスの提供をはじめ、企業活動における環境負荷の低

減に努め、更なる企業価値向上に努めてまいります。 

  

ユーザーの海外における事業展開や設備投資動向を見据え、必要に応じて海外諸国への進出を図るほ

か、海外グループ会社の現地スタッフに対するスキルアップ教育などをとおして、更なる海外事業の強

化に努めてまいります。 

（３）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

①製品分野の拡張

②環境問題・安全への取り組み

③海外事業の強化
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,577,644 9,189,326

受取手形及び売掛金 9,817,198 ※1  9,551,353

有価証券 293,940 199,910

商品及び製品 1,487,670 1,819,351

仕掛品 279,101 266,913

原材料及び貯蔵品 263,210 263,900

繰延税金資産 107,784 136,243

その他 426,329 601,488

貸倒引当金 △4,062 △6

流動資産合計 17,248,818 22,028,481

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,850,965 4,579,716

減価償却累計額 △3,032,545 △2,846,490

建物及び構築物（純額） 1,818,420 1,733,226

機械装置及び運搬具 2,986,060 2,672,039

減価償却累計額 △2,468,828 △2,181,430

機械装置及び運搬具（純額） 517,232 490,609

土地 ※3  1,947,103 ※3  1,947,103

建設仮勘定 13,377 9,025

その他 421,861 399,007

減価償却累計額 △308,583 △310,757

その他（純額） 113,278 88,250

有形固定資産合計 4,409,413 4,268,215

無形固定資産 56,008 54,940

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  986,713 ※2  928,081

長期貸付金 37,650 －

関係会社長期貸付金 100,000 150,000

関係会社出資金 ※2  578,037 ※2  515,976

繰延税金資産 68,192 8,038

その他 98,656 104,667

貸倒引当金 △1,850 △51,244

投資その他の資産合計 1,867,399 1,655,519

固定資産合計 6,332,821 5,978,676

資産合計 23,581,639 28,007,157
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,531,784 ※1  10,233,923

短期借入金 134,101 －

未払法人税等 421,219 472,868

賞与引当金 134,696 153,973

役員賞与引当金 29,250 32,350

その他 583,229 984,703

流動負債合計 8,834,280 11,877,819

固定負債   

繰延税金負債 － 3,630

再評価に係る繰延税金負債 ※3  291,545 ※3  291,545

退職給付引当金 5,027 5,904

役員退職慰労引当金 239,180 266,138

固定負債合計 535,752 567,219

負債合計 9,370,033 12,445,038

純資産の部   

株主資本   

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,484 997,522

利益剰余金 14,223,117 15,073,772

自己株式 △1,135,116 △1,135,873

株主資本合計 15,036,592 15,886,527

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,718 142,030

土地再評価差額金 ※3  △567,976 ※3  △567,976

為替換算調整勘定 △253,136 18,430

その他の包括利益累計額合計 △843,831 △407,514

少数株主持分 18,845 83,106

純資産合計 14,211,606 15,562,119

負債純資産合計 23,581,639 28,007,157
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 29,827,980 33,597,499

売上原価 ※1  24,725,709 ※1  27,915,566

売上総利益 5,102,270 5,681,932

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 231,954 317,170

給料及び賞与 1,350,174 1,486,632

賞与引当金繰入額 93,282 112,744

退職給付費用 48,529 53,507

役員賞与引当金繰入額 29,250 32,350

役員退職慰労引当金繰入額 28,790 26,396

減価償却費 104,604 101,177

賃借料 133,271 150,580

その他 ※1  1,323,750 ※1  1,340,374

販売費及び一般管理費合計 3,343,606 3,620,934

営業利益 1,758,663 2,060,998

営業外収益   

受取利息 23,117 16,370

受取配当金 9,723 11,640

受取賃貸料 12,836 15,676

仕入割引 7,999 8,550

デリバティブ評価益 18,100 6,120

為替差益 9,695 265,371

その他 24,197 19,412

営業外収益合計 105,671 343,142

営業外費用   

支払利息 7,001 5,225

貸倒引当金繰入額 － 49,394

その他 11,624 13,779

営業外費用合計 18,625 68,398

経常利益 1,845,709 2,335,742

特別利益   

固定資産売却益 ※2  2,242 ※2  2,351

保険差益 12,018 22,288

その他 － 500

特別利益合計 14,261 25,139
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  2,047

固定資産除却損 ※4  6,497 ※4  34,923

投資有価証券評価損 56,420 －

関係会社出資金評価損 － 62,060

減損損失 － 108,247

その他 － 17,751

特別損失合計 62,918 225,030

税金等調整前当期純利益 1,797,052 2,135,851

法人税、住民税及び事業税 760,392 889,877

法人税等調整額 25,511 △48,497

法人税等合計 785,904 841,379

少数株主損益調整前当期純利益 1,011,148 1,294,471

少数株主利益 1,105 5,133

当期純利益 1,010,042 1,289,337
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 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,011,148 1,294,471

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,846 164,749

土地再評価差額金 42,085 －

為替換算調整勘定 △1,509 271,567

その他の包括利益合計 18,729 436,317

包括利益 1,029,877 1,730,789

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,028,491 1,712,080

少数株主に係る包括利益 1,385 18,708
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日
 至 平成25年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 951,106 951,106

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 951,106 951,106

資本剰余金   

当期首残高 997,465 997,484

当期変動額   

自己株式の処分 19 37

当期変動額合計 19 37

当期末残高 997,484 997,522

利益剰余金   

当期首残高 13,613,059 14,223,117

当期変動額   

剰余金の配当 △399,984 △438,682

当期純利益 1,010,042 1,289,337

当期変動額合計 610,058 850,655

当期末残高 14,223,117 15,073,772

自己株式   

当期首残高 △1,134,802 △1,135,116

当期変動額   

自己株式の取得 △399 △816

自己株式の処分 85 58

当期変動額合計 △313 △757

当期末残高 △1,135,116 △1,135,873

株主資本合計   

当期首残高 14,426,829 15,036,592

当期変動額   

剰余金の配当 △399,984 △438,682

当期純利益 1,010,042 1,289,337

自己株式の取得 △399 △816

自己株式の処分 104 95

当期変動額合計 609,763 849,934

当期末残高 15,036,592 15,886,527
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △872 △22,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,846 164,749

当期変動額合計 △21,846 164,749

当期末残高 △22,718 142,030

土地再評価差額金   

当期首残高 △610,061 △567,976

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,085 －

当期変動額合計 42,085 －

当期末残高 △567,976 △567,976

為替換算調整勘定   

当期首残高 △251,627 △253,136

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,509 271,567

当期変動額合計 △1,509 271,567

当期末残高 △253,136 18,430

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △862,561 △843,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,729 436,317

当期変動額合計 18,729 436,317

当期末残高 △843,831 △407,514

少数株主持分   

当期首残高 243 18,845

当期変動額   

連結子会社の増資による持分の増減 17,255 50,507

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,346 13,752

当期変動額合計 18,602 64,260

当期末残高 18,845 83,106
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

純資産合計   

当期首残高 13,564,511 14,211,606

当期変動額   

剰余金の配当 △399,984 △438,682

当期純利益 1,010,042 1,289,337

自己株式の取得 △399 △816

自己株式の処分 104 95

連結子会社の増資による持分の増減 17,255 50,507

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,075 450,069

当期変動額合計 647,094 1,350,512

当期末残高 14,211,606 15,562,119
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日
 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,797,052 2,135,851

減価償却費 314,003 293,887

減損損失 － 108,247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,529 45,324

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,169 18,972

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,400 3,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,012 876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,790 26,396

受取利息及び受取配当金 △32,841 △28,011

為替差損益（△は益） △3,225 △28,776

デリバティブ評価損益（△は益） △18,100 △6,120

支払利息 7,001 5,225

ゴルフ会員権評価損 1,230 －

有形固定資産売却損益（△は益） △2,242 △303

保険差益 △12,018 △22,288

有形固定資産除却損 1,397 34,923

投資有価証券評価損益（△は益） 56,420 －

関係会社出資金評価損 － 62,060

売上債権の増減額（△は増加） △1,538,220 632,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △520,359 △137,024

仕入債務の増減額（△は減少） 434,149 2,287,466

未払消費税等の増減額（△は減少） 105,732 △34,963

前渡金の増減額（△は増加） △34,240 △11,931

前受金の増減額（△は減少） △196,039 167,371

その他 △100,038 △122

小計 298,503 5,553,077

利息及び配当金の受取額 16,938 9,314

利息の支払額 △7,001 △5,225

保険金の受取額 17,887 105,115

法人税等の支払額 △709,215 △822,475

法人税等の還付額 35,393 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △347,494 4,839,806
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 △2,708,526

定期預金の払戻による収入 － 1,200,000

有価証券の取得による支出 － △200,855

短期貸付けによる支出 － △52,500

短期貸付金の回収による収入 － 47,700

有形固定資産の取得による支出 △123,605 △94,554

有形固定資産の売却による収入 3,631 4,766

無形固定資産の取得による支出 △3,030 △4,385

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △148,282

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 800,500

関係会社株式の取得による支出 △41,277 △30,506

関係会社出資金の払込による支出 △79,410 －

関係会社貸付けによる支出 △100,000 △129,512

関係会社貸付金の回収による収入 － 18,906

差入保証金の回収による収入 1,780 1,758

差入保証金の差入による支出 △2,044 △6,046

ゴルフ会員権の取得による支出 △5,683 △5,380

保険積立金の積立による支出 △1,629 △1,629

その他 － 14,560

投資活動によるキャッシュ・フロー △951,268 △1,293,989

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 37,856 △151,411

配当金の支払額 △400,027 △438,682

自己株式の取得による支出 △399 △816

自己株式の処分による収入 104 95

少数株主からの払込みによる収入 20,797 47,295

少数株主への配当金の支払額 △41 △82

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,710 △543,601

現金及び現金同等物に係る換算差額 △983 106,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,641,454 3,109,104

現金及び現金同等物の期首残高 5,719,099 4,077,644

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,077,644 ※1  7,186,749
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  該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

 ①連結子会社の数     ５社 

  連結子会社の名称 

 SHINWA U.S.A. CORPORATION 

 SHINWA INTEC Co.,Ltd. 

  ㈱進栄 

 煙台進和接合技術有限公司 

  那欧雅進和（上海）貿易有限公司 

  

 ②非連結子会社の数    ８社 

  SHINWATEC LIMITED 

  ㈱アイシン 

  SHINWA(INDIA)ENGINEERING＆TRADING PRIVATE LIMITED 

  煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 

  進和(天津)自動化控制設備有限公司 

  SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA 

  PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 

  SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 

  

 （連結範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等はいずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

 ①持分法を適用した関連会社 

  該当はありません。 

 ②持分法を適用しない非連結子会社の名称 

  SHINWATEC LIMITED 

  ㈱アイシン 

  SHINWA(INDIA)ENGINEERING＆TRADING PRIVATE LIMITED 

  煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 

  進和(天津)自動化控制設備有限公司 

  SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA 

  PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 

    SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD.  

     

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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 （持分法を適用しない理由） 

非連結子会社は小規模であり、当期純利益及び利益剰余金等はいずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日は、煙台進和接合技術有限公司および那欧雅進和（上海）貿易有限公司

を除いて、連結決算日と一致しております。煙台進和接合技術有限公司および那欧雅進和（上海）貿

易有限公司の決算日は12月31日でありますが、当連結財務諸表の作成に当たっては６月30日現在で決

算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 

 なお、当該仮決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

  

※１  期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に

含まれております。 

 
  

※２  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
  

※３   当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)および「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行

っております。なお、当該評価差額の内、評価益に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しておりま

す。 

  再評価の方法     

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出

するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的

な調整を行って算出しております。 

  

  再評価を行った年月日  平成12年８月31日   

 

 
  

  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当連結会計年度 
(平成25年８月31日)

受取手形 ― 38,089千円

支払手形 ― 1,214,892千円

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当連結会計年度 
(平成25年８月31日)

投資有価証券(株式) 59,303千円 94,533千円

関係会社出資金 578,037千円 515,976千円

前連結会計年度
(平成24年８月31日)

当連結会計年度 
(平成25年８月31日)

再評価を行った土地の連結会計年
度末における時価と再評価後の帳
簿価額との差額

△388,763千円 △389,546千円

上記差額のうち賃貸等不動産に係
るもの

△65,162千円 △65,709千円
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※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 
  

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

前連結会計年度(自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日) 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取請求による増加 

減少数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買増請求による減少 

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年９月１日
至  平成25年８月31日)

6,780千円 14,714千円

前連結会計年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日)

機械装置及び運搬具 2,242千円 2,351千円

前連結会計年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日)

機械装置及び運搬具 ― 2,047千円

前連結会計年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日)

建物及び構築物 66千円 2,427千円

機械装置及び運搬具 471千円 26,130千円

撤去費用 5,170千円 5,807千円

その他 789千円 557千円

計 6,497千円 34,923千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式(株) 14,415,319 ― ― 14,415,319

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式(株) 1,512,490 446 114 1,512,822
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当連結会計年度(自 平成24年９月１日 至 平成25年８月31日) 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 増加数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買取請求による増加 

減少数の内訳は次のとおりであります。 

単元未満株式の買増請求による減少 

  

 
  

 
  

※１   現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当の 
原資

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

平成23年11月24日 
定時株主総会

普通株式
利益 
剰余金

193,542 15 平成23年８月31日 平成23年11月25日

平成24年４月12日 
取締役会

普通株式
利益 
剰余金

206,441 16 平成24年２月29日 平成24年５月21日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当の 
原資

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

平成24年11月21日 
定時株主総会

普通株式
利益 
剰余金

219,342 17 平成24年８月31日 平成24年11月22日

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式(株) 14,415,319 ― ― 14,415,319

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

 普通株式(株) 1,512,822 726 78 1,513,470

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当の 
原資

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

平成24年11月21日 
定時株主総会

普通株式
利益 
剰余金

219,342 17 平成24年８月31日 平成24年11月22日

平成25年４月12日 
取締役会

普通株式
利益 
剰余金

219,340 17 平成25年２月28日 平成25年５月20日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当の 
原資

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

平成25年11月21日 
定時株主総会

普通株式
利益 
剰余金

258,036 20 平成25年８月31日 平成25年11月22日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年９月１日
至  平成25年８月31日)

現金及び預金 4,577,644千円 9,189,326千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△500,000千円 △2,002,577千円

現金及び現金同等物 4,077,644千円 7,186,749千円
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処

理の方法と概ね同一であります。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年９月１日  至  平成24年８月31日) 

 
  

(セグメント情報)

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 24,323,069 1,899,456 3,605,453 29,827,980

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2,481,401 295,973 158,899 2,936,274

計 26,804,470 2,195,430 3,764,353 32,764,254

  セグメント利益 1,437,223 51,545 246,471 1,735,240

 セグメント資産 22,486,023 788,553 2,593,262 25,867,839

 その他の項目 

  減価償却費 252,882 5,483 55,636 314,003

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額

46,550 5,231 5,231 124,030
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当連結会計年度(自  平成24年９月１日  至  平成25年８月31日) 

 
  

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 

 
  

 
  

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 26,031,461 2,905,584 4,660,453 33,597,499

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

3,937,206 302,870 255,760 4,495,837

計 29,968,668 3,208,454 4,916,213 38,093,336

  セグメント利益 1,515,008 79,868 652,092 2,246,969

 セグメント資産 25,908,346 1,287,625 2,951,183 30,147,155

 その他の項目 

  減価償却費 222,448 5,188 66,251 293,887

  減損損失 108,247 ― ― 108,247

有形固定資産及び無形固定資
産の増加額

186,969 201 16,615 203,786

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,735,240 2,246,969

セグメント間取引消去 14,032 △163,145

未実現利益の調整 9,390 △22,825

連結財務諸表の営業利益 1,758,663 2,060,998

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 25,867,839 30,147,155

セグメント間取引消去 △2,258,341 △2,098,894

未実現利益の調整 △27,858 △41,102

連結財務諸表の資産合計 23,581,639 28,007,157
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(注) 当期および前期の潜在株式調整後１株当たり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。なお、１株当たり当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。 

 
  

   該当事項はありません。 

  

本日（平成25年10月15日）付で別途開示いたしました「代表取締役等の異動に関するお知らせ」をご

参照ください。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日)

１株当たり純資産額 1,100円00銭 1,199円75銭

１株当たり当期純利益金額 78円28銭 99円93銭

前連結会計年度
(自 平成23年９月１日
至 平成24年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年９月１日
至 平成25年８月31日)

当期純利益(千円) 1,010,042 1,289,337

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,010,042 1,289,337

普通株式の期中平均株式数(株) 12,902,585 12,902,252

(重要な後発事象)

５．その他

  役員の異動
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