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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

（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 ％

24年３月期第２四半期 59,542 18.6 2,246 30.2 2,515 37.9 1,004 0.4
23年３月期第２四半期 50,198 42.7 1,725 ― 1,824 ― 1,000 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 1,114百万円(－％) 23年３月期第２四半期 501百万円(－％)

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

24年３月期第２四半期 19 .22 19 .13

23年３月期第２四半期 19 .17 19 .15

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 68,940 24,517 34.8

23年３月期 73,322 23,777 31.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 23,967百万円 23年３月期 23,280百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

23年３月期 ― 5 .00 ― 8 .00 13 .00

24年３月期 ― 6 .00

24年３月期(予想) ― 7 .00 13 .00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 122,000 12.9 4,550 7.2 4,600 5.4 2,300 △6.0 43 .95
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この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了してお

りません。 

  

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および合

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およ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、四半期決算短信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

当社は、平成23年11月22日（火）に機関投資家およびアナリスト向けに決算説明会の開催を予定して

おります。この説明会で配布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

あります。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 55,432,000株 23年３月期 57,432,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 2,985,228株 23年３月期 5,218,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 52,225,648株 23年３月期２Ｑ 52,181,597株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災後の復興需要や企業のサプライチェーンの復旧による生産や輸出の持ち直し等、景気回復の兆し

が徐々に現れたものの、原発事故の影響の長期化、欧州の債務問題に端を発した金融市場の不安定化、

デフレの継続と円高の進行等、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような状況の中で、アジア地域を中心としたＩＴ・デジタル関連機器および車載関連機器の製造

装置、リチウムイオン電池製造関連装置等の売上が好調に推移したほか、大手エンジニアリング会社経

由の海外向け肥料プラント設備の売上もあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連

結累計期間と比べて9,343百万円増の59,542百万円（前年同期比18.6％増）となりました。また、営業

利益は521百万円増の2,246百万円（前年同期比30.2％増）、経常利益は691百万円増の2,515百万円（前

年同期比37.9％増）となりましたが、上場株式に係る株式評価損の計上等があり、四半期純利益は

1,004百万円（前年同期比0.4％増）と微増にとどまりました。 

  

報告セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

プラント・エネルギー事業 

大手エンジニアリング会社経由の海外向け肥料プラント設備等の大口売上計上があり、売上高は

4,153百万円増の13,829百万円（前年同期比42.9％増）、営業利益は117百万円増の548百万円（前

年同期比27.4％増）となりました。 

エレクトロニクス事業 

アジア地域を中心にＩＴおよびデジタル関連機器製造会社向けの電子部品実装機等の販売が好調

でありました。その結果、売上高は754百万円増の20,408百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益

は41百万円増の1,103百万円（前年同期比3.9％増）となりました。 

産業機械事業 

自動車販売の回復により海外を中心に自動車関連業界向けの設備の販売が好調であり、またリチ

ウムイオン電池製造関連装置の需要も好調でありました。その結果、売上高は2,414百万円増の

15,812百万円（前年同期比18.0％増）、営業利益は165百万円増の1,038百万円（前年同期比18.9％

増）となりました。 

海外法人 

米国での電子業界向け設備および車載関連機器の需要の回復に加え、アジア地域における半導体

実装装置関連や車載関連機器の製造装置等の販売が好調でありました。その結果、売上高は1,576

百万円増の8,066百万円（前年同期比24.3％増）、営業利益は206百万円増の504百万円（前年同期

比69.0％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、4,381百万円減少の68,940百万

円となりました。これは主に、現金及び預金やたな卸資産が減少したことによるものであります。 

負債合計は、5,122百万円減少の44,422百万円となりました。これは主に、仕入債務や法人税等の支

払いに伴い支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したことによるものであります。 

純資産合計は、740百万円増加の24,517百万円となりました。これは主に、配当金の支払いがあった

ものの、四半期純利益1,004百万円を計上したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間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、3,607百万円

減少し、8,270百万円（前年同期比2,166百万円増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,803百万円の計上やたな卸資産

の減少があったものの、仕入債務の減少や法人税等の支払いなどがあったため、1,987百万円の減少

（前年同期比4,174百万円増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより200百万円の減少（前年同期

比24百万円減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済や配当金の支払いなどにより1,362百万円

の減少（前年同期比6,764百万円減）となりました。 

  

当社グループの業績は、アジア地域でのＩＴ・デジタル関連機器や車載関連機器等の需要が引き続き

好調なほか、リチウムイオン電池製造関連装置等の新商材の拡販などにより、概ね予定どおりに推移し

ております。平成24年３月期通期の連結業績予想は、平成23年10月14日に公表した内容に変更はありま

せん。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年

12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報       
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,347 8,695

受取手形及び売掛金 38,023 37,521

商品及び製品 7,826 6,278

仕掛品 817 757

原材料及び貯蔵品 300 294

前渡金 4,156 5,537

繰延税金資産 480 412

その他 1,962 2,329

貸倒引当金 △69 △85

流動資産合計 65,846 61,740

固定資産

有形固定資産 1,666 1,858

無形固定資産 98 101

投資その他の資産

投資有価証券 4,762 4,455

その他 1,245 1,134

貸倒引当金 △296 △349

投資その他の資産合計 5,711 5,239

固定資産合計 7,476 7,200

資産合計 73,322 68,940

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,549 25,786

短期借入金 10,391 9,442

未払法人税等 1,456 378

前受金 6,862 6,917

引当金 653 609

その他 750 596

流動負債合計 48,665 43,730

固定負債

長期借入金 152 76

繰延税金負債 3 1

引当金 666 333

その他 56 280

固定負債合計 879 692

負債合計 49,545 44,422
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,105 5,105

資本剰余金 3,789 3,786

利益剰余金 17,013 16,744

自己株式 △2,210 △1,264

株主資本合計 23,697 24,371

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89 238

繰延ヘッジ損益 25 △7

為替換算調整勘定 △531 △635

その他の包括利益累計額合計 △416 △403

新株予約権 94 100

少数株主持分 401 449

純資産合計 23,777 24,517

負債純資産合計 73,322 68,940
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 50,198 59,542

売上原価 43,325 51,700

売上総利益 6,873 7,841

販売費及び一般管理費 5,148 5,594

営業利益 1,725 2,246

営業外収益

受取利息 26 22

受取配当金 53 61

為替差益 14 91

仕入割引 119 109

持分法による投資利益 － 40

その他 11 41

営業外収益合計 224 365

営業外費用

支払利息 27 34

支払手数料 30 30

売掛金譲渡費用 32 1

持分法による投資損失 17 －

その他 17 30

営業外費用合計 125 96

経常利益 1,824 2,515

特別利益

固定資産売却益 7 0

国庫補助金 6 －

特別利益合計 13 0

特別損失

投資有価証券評価損 55 551

固定資産圧縮損 5 －

関係会社整理損 － 160

その他 0 0

特別損失合計 62 712

税金等調整前四半期純利益 1,775 1,803

法人税、住民税及び事業税 782 573

法人税等調整額 △37 128

法人税等合計 745 702

少数株主損益調整前四半期純利益 1,030 1,101

少数株主利益 29 97

四半期純利益 1,000 1,004
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,030 1,101

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △397 149

繰延ヘッジ損益 6 △32

為替換算調整勘定 △138 △103

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △528 12

四半期包括利益 501 1,114

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 484 1,066

少数株主に係る四半期包括利益 16 47
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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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 1,775 1,803

減価償却費 183 177

株式報酬費用 29 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15 △29

引当金の増減額（△は減少） 28 △377

受取利息及び受取配当金 △80 △83

支払利息 27 34

固定資産除売却損益（△は益） △6 △0

固定資産圧縮損 5 －

国庫補助金 △6 －

投資有価証券評価損益（△は益） 55 551

関係会社整理損 － 160

持分法による投資損益（△は益） 17 △40

売上債権の増減額（△は増加） △5,271 418

前渡金の増減額（△は増加） 91 △1,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,670 1,574

その他の流動資産の増減額（△は増加） △49 △418

仕入債務の増減額（△は減少） △1,269 △2,650

前受金の増減額（△は減少） 1,458 271

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50 △150

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 187

賃貸資産の取得による支出 △60 －

その他 △245 △294

小計 △5,920 △403

利息及び配当金の受取額 77 86

利息の支払額 △28 △33

法人税等の支払額 △289 △1,636

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,161 △1,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 291 39

国庫補助金による収入 6 －

有形固定資産の取得による支出 △58 △244

有形固定資産の売却による収入 25 4

無形固定資産の取得による支出 △19 △19

投資有価証券の取得による支出 △261 △10

貸付けによる支出 △163 △12

貸付金の回収による収入 10 44

その他 △7 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △176 △200
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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） 5,719 △937

長期借入金の返済による支出 △75 △75

自己株式の取得による支出 △1 △2

自己株式の売却による収入 17 －

ストックオプションの行使による収入 － 74

配当金の支払額 △261 △417

その他 2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,401 △1,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,014 △3,607

現金及び現金同等物の期首残高 7,118 11,878

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,103 8,270
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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 【セグメント情報】 
  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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 
 

 

注１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械・器具の賃貸や保守・

点検、保険代理業を含んでおります。 
  

２ セグメント利益の調整額△1,198百万円には、セグメント間取引消去37百万円、各報告セグメントに 

  配分していない全社費用△1,283百万円、たな卸資産の調整額56百万円およびその他の調整額△８百 

  万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
  
  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 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 
 

 

注１「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械・器具の賃貸や保守・

点検、保険代理業を含んでおります。 
  

２ セグメント利益の調整額△1,302百万円には、セグメント間取引消去27百万円、各報告セグメントに 

  配分していない全社費用△1,312百万円、たな卸資産の調整額△22百万円およびその他の調整額４百 

  万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
  

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  
  

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

プラン
ト・エネ
ルギー 
事業

エレクト
ロニクス
事業

産業機械
事業

海外法人 計

売上高

外部顧客への売上高 9,675 19,654 13,398 6,489 49,217 980 50,198 ― 50,198

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

324 791 1,809 2,943 5,869 1,093 6,962 △6,962 ―

計 9,999 20,446 15,207 9,433 55,087 2,073 57,160 △6,962 50,198

セグメント利益 430 1,062 873 298 2,665 258 2,923 △1,198 1,725

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

プラン
ト・エネ
ルギー 
事業

エレクト
ロニクス
事業

産業機械
事業

海外法人 計

売上高

外部顧客への売上高 13,829 20,408 15,812 8,066 58,117 1,425 59,542 ― 59,542

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

505 1,322 1,974 3,933 7,736 1,366 9,102 △9,102 ―

計 14,334 21,731 17,787 11,999 65,853 2,791 68,644 △9,102 59,542

セグメント利益 548 1,103 1,038 504 3,195 353 3,549 △1,302 2,246
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当社は、平成23年８月１日開催の取締役会決議に基づき、平成23年８月25日付で自己株式2,000,000

株の消却を行い、自己株式は847百万円減少しました。この消却などにより、当第２四半期連結累計期

間末において自己株式は1,264百万円になりました。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

第一実業㈱ （8059）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 13 -




