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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 37,837 ― 956 ― 1,107 ― 599 ―

20年3月期第1四半期 28,879 6.2 863 19.7 929 13.9 507 5.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 10.72 10.69
20年3月期第1四半期 8.92 8.89

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

21年3月期第1四半期 81,485 23,975 29.1 428.30
20年3月期 82,532 24,115 28.9 423.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  23,676百万円 20年3月期  23,824百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.50 ― 11.50 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 78,000 ― 2,800 ― 2,900 ― 1,600 ― 28.94
通期 147,000 8.8 5,400 2.4 5,600 2.9 3,100 3.3 56.08

1



4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
 本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要因により、予想数値と異な
る結果となる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  57,432,000株 20年3月期  57,432,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,152,301株 20年3月期  1,162,372株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  55,905,388株 20年3月期第1四半期  56,855,816株
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第一実業㈱(8059)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、原油や原材料価格の大幅な高騰、急激なドル安・円高、サブプライ

ムローン問題を背景とした米国の景気後退懸念等の影響から、企業収益は急速に悪化し、これまで景気を牽
引してきた輸出にも陰りが出始め、企業の生産活動、設備投資は低迷してまいりました。また、個人消費も
物価上昇に伴う消費者心理の悪化により減少しているなど、景気の先行きに不透明感が強まってまいりまし
た。
  このような状況の中で、当社グループは、石油・化学プラント業界向けの売上が堅調に推移したほか、
紙・パルプ業界向けの設備の売上が大幅に増加しました。その結果、当第１四半期の売上高は8,958百万円増
の37,837百万円（前年同期比31.0%増）となりました。また、営業利益は93百万円増の956百万円（前年同期
比10.8%増）、経常利益は177百万円増の1,107百万円（前年同期比19.1%増）、四半期純利益は92百万円増の599
百万円（前年同期比18.2%増）となり、増収増益を確保することができました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
（機械関係事業）

エネルギー開発・ガス石油精製・化学関係では、大手石油会社向けのプラント設備および付帯装置の
売上が増加いたしました。半導体実装装置関連では、中国を中心としたアジア向けのＩＴおよびデジタ
ル機器や国内外ともに車載関連機器の需要が前期に引き続き好調でありました。また、紙・パルプ関連
では、薬品回収用設備等の売上が増加いたしました。その結果、売上高は前年同期比9,019百万円増の
36,551百万円（前年同期比32.8％増）、営業利益は897百万円（前年同期比14.5％増）となりました。

（材料関係事業）
売上高は107百万円減の1,153百万円、営業利益は26百万円減の10百万円となりました。

（その他の事業）
売上高は45百万円増の132百万円、営業利益は6百万円増の49百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,047百万円減少しました。これは主に、売上の増加に

伴い売上債権が増加した一方で、たな卸資産およびプラント設備販売等に係る前渡金が減少したことによる
ものであります。
  負債合計は、907百万円の減少となりました。これは主に、仕入債務や借入金が増加した一方で、前受金の
減少や法人税等の支払いがあったことによるものであります。
  純資産合計は、140百万円減少の23,975百万円となりました。これは主に、四半期純利益599百万円の計上
やその他有価証券評価差額金の増加があった一方で、配当金の支払いや自己株式の取得を行ったことによる
ものであります。

（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,714百万円減少し、5,861百万

円となりました。
　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,315百万円の減少となりました。これは主に、税金等調整前四半
期純利益の計上や前渡金の減少があった一方で、法人税等の支払いや前受金の減少があったことによるもの
であります。
  投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加などにより233百万円の減少となりました。
  財務活動によるキャッシュ・フローは、181百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の増加が
あった一方で、配当金の支払いや自己株式の取得を行ったことによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期までの業績は概ね予定どおりに推移しており、平成21年３月期の第２四半期累計期間および

通期の連結業績予想は、平成20年５月９日に公表した内容に変更はありません。
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4. その他
（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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理
①たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年
度末の実地たな卸高を基礎とした合理的な方法によっております。

②固定資産の減価償却の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。
③一般債権の貸倒見積高の算定方法

一般債権の貸倒見積高については、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場合に、前連結会計年度において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使
用して算定する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１．四半期財務諸表に関する会計基準
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．たな卸資産の評価に関する会計基準
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」（企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。なお、これによる四半期財務諸表に与
える影響は軽微であります。

３．リース取引に関する会計基準
当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年

３月30日改正 企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成19年３月30日改正 企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。なお、
これにより、従来の方法に比較してリース投資資産が336百万円増加しております。また、これによ
る損益に与える影響は軽微であります。

４．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い
当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上
必要な修正を行っております。なお、これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。
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第一実業㈱(8059)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,115 7,629

受取手形及び売掛金 42,880 41,108

商品 4,531 5,375

原材料 364 367

仕掛品 1,303 1,239

貯蔵品 1 0

前渡金 9,961 11,852

繰延税金資産 281 543

その他 4,486 3,108

貸倒引当金 △31 △30

流動資産合計 69,893 71,193

固定資産

有形固定資産 1,684 2,097

無形固定資産 231 258

投資その他の資産

投資有価証券 8,808 8,162

その他 1,108 1,059

貸倒引当金 △241 △239

投資その他の資産合計 9,676 8,982

固定資産合計 11,591 11,339

資産合計 81,485 82,532

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,316 32,326

短期借入金 6,102 5,100

未払法人税等 273 1,210

前受金 15,243 17,276

引当金 351 738

その他 826 667

流動負債合計 56,113 57,319

固定負債

長期借入金 568 606

繰延税金負債 482 159

引当金 335 329

その他 8 3

固定負債合計 1,395 1,097

負債合計 57,509 58,417
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,105 5,105

資本剰余金 3,792 3,792

利益剰余金 14,590 14,635

自己株式 △918 △421

株主資本合計 22,570 23,111

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,212 831

繰延ヘッジ損益 13 0

為替換算調整勘定 △120 △119

評価・換算差額等合計 1,105 712

少数株主持分 299 291

純資産合計 23,975 24,115

負債純資産合計 81,485 82,532
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 37,837

売上原価 33,912

売上総利益 3,924

販売費及び一般管理費 2,968

営業利益 956

営業外収益

受取利息 20

受取配当金 59

仕入割引 90

その他 29

営業外収益合計 199

営業外費用

支払利息 18

支払手数料 20

その他 9

営業外費用合計 48

経常利益 1,107

特別利益

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 4

特別損失

役員退職慰労金 1

その他 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 1,110

法人税、住民税及び事業税 255

法人税等調整額 246

法人税等合計 501

少数株主利益 9

四半期純利益 599
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 1,110

減価償却費 45

のれん償却額 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △319

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

受取利息及び受取配当金 △79

支払利息 18

為替差損益（△は益） △19

固定資産除売却損益（△は益） △2

売上債権の増減額（△は増加） △1,709

前渡金の増減額（△は増加） 1,897

たな卸資産の増減額（△は増加） 795

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,010

仕入債務の増減額（△は減少） 1,063

前受金の増減額（△は減少） △2,050

その他の流動負債の増減額（△は減少） 144

賃貸資産の取得による支出 △53

その他 △8

小計 △209

利息及び配当金の受取額 82

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △1,173

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,315

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 △35

有形固定資産の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 0

投資有価証券の取得による支出 △2

従業員に対する貸付金の回収による収入 2

定期預金の預入による支出 △199

投資活動によるキャッシュ・フロー △233

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） 1,000

長期借入金の返済による支出 △37

自己株式の取得による支出 △499

自己株式の売却による収入 3

配当金の支払額 △647

財務活動によるキャッシュ・フロー △181

現金及び現金同等物に係る換算差額 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,714

現金及び現金同等物の期首残高 7,575

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,861
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報

当四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  （単位：百万円）

機 械 関 係材 料 関 係そ の 他 の
計

消    去
連 結

事       業事       業事       業 又 は 全 社

売 上 高

(1)外部顧客に対す
   る売上高

36,551 1,153 132 37,837 (―) 37,837

(2)セグメント間の
   内部売上高又は
   振替高

― ― ― ― (―) ―

営 業 費 用 35,654 1,143 83 36,880 (―) 36,880

営 業 利 益 897 10 49 956 (―) 956

注１.事業区分の方法
  当社および連結子会社は、国内および海外において各種機械・装置に関連する事業を行って
おります。事業区分の方法は、商品の種類によって機械関係事業とこれに附帯する材料関係事
業およびその他の事業とにセグメンテーションしております。

　２.事業区分の主要商品
　  機械関係事業     各種機械・器具・部品およびこれらの修理・保守・点検
　  材料関係事業     各種管材・管機材・金属材料・プラスチック原料、化学品
　  その他の事業     各種機器・不動産の賃貸、不動産の仲介、保険代理業、その他

　

②所在地別セグメント情報

当四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  （単位：百万円）

日 本 ア ジ ア
その他の

計
消    去

連    結
地    域 又は全社

   売    上    高

(1)外部顧客に対する売上高 34,321 1,847 1,668 37,837 (―) 37,837

(2)セグメント間の内部
1,552 514 182 2,249 (2,249) ―　 売上高又は振替高

　  計 35,873 2,361 1,850 40,086 (2,249) 37,837

   営  業  費  用 35,077 2,261 1,825 39,164 (2,283) 36,880

   営  業  利  益  796 100 24 922 (△34) 956

注１.国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　２.日本以外の区分に属する主な国または地域
　 (1) アジア           シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、中国
　 (2) その他の地域     アメリカ合衆国、ヨーロッパ

　３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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③海外売上高

当四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）  （単位：百万円）

アジア ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

 Ⅰ  海  外  売  上  高 15,053 743 1,266 467 17,530

 Ⅱ  連  結  売  上  高 37,837

 Ⅲ  連結売上高に占める
     海外売上高の割合 39.8 % 2.0 % 3.3 % 1.2 % 46.3 %

注１.海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。

　２.国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　３.各区分に属する主な国または地域

　 (1) アジア           シンガポール、中国、韓国、タイ、台湾、ベトナム
　 (2) ヨーロッパ       スロバキア、ポーランド、イギリス、チェコ、ベルギー
　 (3) アメリカ         アメリカ合衆国、メキシコ
　 (4) その他の地域     ブラジル

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　   （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 前期末残高 5,105 3,792 14,635 △421 23,111

 当第１四半期末までの変動額

　 在外子会社の国際財務報告基

　 準適用に伴う期首残高修正額
2 2

　 剰余金の配当 △647 △647

　 四半期純利益 599 599

　 自己株式の取得       (注) △499 △499

　 自己株式の処分 0 3 3

 当第１四半期末までの変動額合計 0 △44 △496 △540

 当第１四半期末残高 5,105 3,792 14,590 △918 22,570

　 注 平成20年５月～６月に市場から495百万円を取得いたしました。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　  （単位：百万円）

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

金 額 百分比

％

Ⅰ 売上高 28,879 100.0

Ⅱ 売上原価 24,967 86.5

　 売上総利益 3,911 13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,047 10.5

　 営業利益 863 3.0

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 14

　2. 受取配当金 71

　3. その他 71

　 営業外収益合計 156 0.5

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 29

　2. その他 60

　 営業外費用合計 90 0.3

　 経常利益 929 3.2

Ⅵ 特別利益 6 0.0

Ⅶ 特別損失 35 0.1

　 税金等調整前四半期純利益 900 3.1

　 法人税、住民税及び事業税 122 0.4

　 法人税等調整額 259 0.9

　 少数株主利益 10 0.0

　 四半期純利益 507 1.8
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（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　 （単位：百万円）

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

金 額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1  税金等調整前四半期純利益 900   

2  減価償却費 91   

3  のれん償却額 26   

4  貸倒引当金の増加額 1   

5  賞与引当金の減少額 △317   

6  役員賞与引当金の減少額 △60   

7  役員退職引当金及び退職給付引当金の減少額 △127   

8  受取利息及び受取配当金 △85   

9  支払利息 29   

10  売上債権の減少額 2,882   

11  前渡金の増加額 △1,772   

12  たな卸資産の増加額 △2,205   

13  その他流動資産の増加額 △464   

14  仕入債務の減少額 △901   

15  前受金の増加額 1,134   

16  その他流動負債の増加額 310   

17  その他 △53   

　小 計 △613   

18  利息及び配当金の受取額 87   

19  利息の支払額 △21   

20  法人税等の支払額 △960   

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,507   

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1  有形固定資産の取得による支出 △17   

2  投資有価証券の売買による収支 △77   

3  貸付けによる収支 △2   

4  定期預金の預入による支出 △3   

5  その他 8   

投資活動によるキャッシュ・フロー △93   

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1  短期借入金純増額 3,108   

2  長期借入金の返済による支出 △37   

3  自己株式の増加による支出 △3   

4  自己株式の売却による収入 0   

5  配当金の支払額 △739   

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,328   

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 65   

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 793   

 Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 7,759   

 Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加高 16   

 Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 8,569   
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（3）セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

①事業の種類別セグメント情報
　                            （単位：百万円）

機 械 関 係 材 料 関 係 そ の 他 の
計

消    去
連 結

事       業 事       業 事       業 又 は 全 社

　売 上 高 27,531  1,260  86  28,879  (―) 28,879 

　営 業 費 用 26,748  1,224  43  28,015  (―) 28,015 

　営 業 利 益 783  36  43  863  (―) 863 

注１.事業区分の方法
  当社および連結子会社は、国内および海外において各種機械・装置に関連する事業を行って
おります。事業区分の方法は、商品の種類によって機械関係事業とこれに附帯する材料関係事
業およびその他の事業とにセグメンテーションしております。

　２.事業区分の主要商品
　  機械関係事業     各種機械・器具・部品およびこれらの修理・保守・点検
　  材料関係事業     各種管材・管機材・金属材料・プラスチック原料、化学品
　  その他の事業     各種機器・不動産の賃貸、不動産の仲介、保険代理業、その他

②所在地別セグメント情報
　                            （単位：百万円）

日    本 ア ジ ア
その他の

計
消    去

連    結
地    域 又は全社

   売    上    高

(1)外部顧客に対する売上高 25,903 1,356 1,618 28,879 (―) 28,879

(2)セグメント間の内部
1,076 247 217 1,541 (1,541) ―　 売上高又は振替高

　  計 26,980 1,604 1,835 30,420 (1,541) 28,879

   営  業  費  用 26,193 1,650 1,796 29,640 (1,624) 28,015

   営  業  利  益  786 △45 38 780 (△82) 863

注１.国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　２.日本以外の区分に属する主な国または地域
　 (1) アジア           シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、中国
　 (2) その他の地域     アメリカ合衆国、ヨーロッパ

　３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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③海外売上高
　                            （単位：百万円）

アジア ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計

 Ⅰ  海  外  売  上  高 7,854 1,086 931 246 10,119

 Ⅱ  連  結  売  上  高 28,879

 Ⅲ  連結売上高に占める
     海外売上高の割合 27.2% 3.8% 3.2% 0.8% 35.0%

注１.海外売上高は、当社および連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。

　２.国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　３.各区分に属する主な国または地域

　 (1) アジア           中国、韓国、タイ、台湾、インドネシア
　 (2) ヨーロッパ       イギリス、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ベルギー
　 (3) アメリカ         アメリカ合衆国、メキシコ
　 (4) その他の地域     ブラジル
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