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１．18年9月中間期の連結業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日)
(1)連結経営成績 （百万円未満を切り捨てて表示しております）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 19,225 45.6 2,467 72.4 2,505 71.1

17年9月中間期 13,202 △ 3.9 1,431 9.4 1,464 9.8

18年3月期 32,180 3,950 4,002

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭

18年9月中間期 989 32.6 26 15 － －

17年9月中間期 746 △ 9.9 19 71 － －

18年3月期 2,066 53 05 － －

(注)①持分法投資損益　18年9月中間期　－百万円　　17年9月中間期　－百万円　　18年3月期　－百万円

 　 ②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 37,821,223 株  17年9月中間期 37,855,189 株  18年3月期 37,845,990 株

 　 ③会計処理の方法の変更　　無

    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

    ⑤潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、18年9月中間期は潜在株式が存在しないため、

　　　17年9月中間期及び18年3月期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年9月中間期 37,945 24,876 61.9 621 41

17年9月中間期 37,532 21,532 57.4 568 93

18年3月期 41,236 23,200 56.3 611 77

(注)期末発行済株式数(連結)  18年9月中間期 37,816,756 株  17年9月中間期 37,847,080 株  18年3月期 37,827,669 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 1,172 △ 759 △ 325 4,658

17年9月中間期 △ 480 △ 186 △ 96 1,703

18年3月期 3,283 476 △ 1,662 4,569

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
　　　連結子会社数　11社　　持分法適用非連結子会社数　－社　　持分法適用関連会社数　－社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
　　　連結（新規）　－社　　（除外）　－社　　持分法（新規）　－社　　（除外）　－社

２．19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

百万円 百万円 百万円

通　  期 35,500 3,750 2,700
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)    71 円 40 銭

※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

 　今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

 　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の10ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　 末　 残　 高

1株当たり純資産

売上高 経常利益 当期純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

営業利益 経常利益

総資産 純資産 自己資本比率

売上高

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益



 
 

大崎電気工業【連結】 

企業集団の状況 

(1) 当社の企業集団は、当社及び子会社13社で構成され、当グループが営んでいる主要な事業内容と、

当該事業に係る当社及び子会社の位置づけは、次のとおりであります。 

なお、下記の主要な事業内容と事業の種類別セグメント情報における事業区分内容とは同一であ

ります。 

計測制御機器事業 

会社名 事業の内容 

当社 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置、
タイムスイッチ及び光通信関連機器等の製造・販売 

大崎電気システムズ㈱ 配・分電盤等の製造・販売 

岩手大崎電気㈱ 
電流制限器、タイムスイッチ、光通信関連機器、監視制

御装置等の製造 

大崎プラテック㈱ 電力量計、電流制限器の部品の製造 

大崎データテック㈱ 検針システム・機器の開発・販売 

日本マーレー㈱ 電力量計、配・分電盤、監視制御装置等の販売 

大崎テクノサービス㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の設置・修理等 

PT.METBELOSA 電力量計等の製造・販売 

OSAKI METER SALES,INC. 電力量計等の販売 

北海道大崎電気㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の販売 

天津三達電気有限公司 電力量計等の製造・販売 

 

ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 

会社名 事業の内容 

大崎エンジニアリング㈱ FPD関連装置等の製造・販売 

㈱オー・イー・シー金沢 FPD関連装置等の加工・組立 

 

不動産事業 

会社名 事業の内容 

当社 不動産の賃貸 

大崎エステート㈱ 不動産の賃貸 
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大崎電気工業㈱ 【連結】 

(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

◎ 連結子会社 

修理等 

不動産賃貸 
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大崎電気工業㈱【連結】 

経 営 方 針 

 

１．経営の基本方針 

 当社は、「電力量計に代表されるエネルギーの計測・制御を起点として、積極的に新技術に

挑戦し、新しい価値を創造して顧客と社会に貢献する人間性豊かな企業をめざす」を企業理念

とし、企業価値の最大化を図るとともに社会から信頼される企業づくりを目指しております。 

 計測制御機器事業におきましては、製品開発に当たり、電気料金メニューの多様化、ピーク

シフトをはじめとする負荷の平準化等電力会社の顧客サービス拡充、コストダウン等の施策を

支援する高性能電子式電力量計の開発をはじめ、エネルギーの有効活用に資する幅広い機器・

システムの開発を通し、省エネ対策や地球温暖化問題の緩和に貢献してまいります。 

 また、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業におきましては、ＬＣＤ（液晶

ディスプレイ）やＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）等のＦＰＤ製造実装システム分野を

中心に引き続き注力し、変革の激しいエレクトロニクス業界にあって時代のニーズを的確に捉

え、一歩先を行く製品の開発を目指してまいります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして位置付けており、株主の皆様

に対し安定的な配当を継続することを前提として、更に業績に応じた成果の配分を行うことを

基本方針としております。また、内部留保金につきましては、長期的な企業価値の拡大を目指

し、競争力強化のための研究開発投資や設備投資の原資とするとともに、今後の事業展開に有

効活用し業績の向上に努めてまいる所存であります。 

なお、中間配当金につきましては当初の計画通り一株につき６円５０銭といたしまし

た。また、通期の配当金につきましては、連結子会社である大崎エンジニアリング（株）

がジャスダック証券取引所に上場したこと並びに当社が来年１月に設立７０周年を迎え

ることもあり、中間配当金と合わせて当初計画の年間１３円から１５円に増配する予定

であります。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性の向上と個人を含めた幅広い層の投資家の皆様が参加し易い株式環境

の整備が重要であると考えております。しかしながら、投資単位の引き下げにつきましては、

多額の費用が必要となることから株価水準、株式の需給環境及び市場の要請等を勘案し慎重に

検討する所存であります。 

 

４．目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

当社は、株主資本の効率化を追求した経営を重視しており、中長期的な経営指標として株主

資本当期純利益率（ＲＯＥ）１０％以上を目標として努力する所存であります。 

また、中長期的に検討している経営上の戦略として、当社は電子化の進展により競争が激化

している電力量計業界での生き残りを賭け、競合先のひとつである電力量計メーカーとの業務

提携も視野に入れ経営基盤強化への取り組みを進めております。平成１８年７月２６日には関

西電力（株）の子会社である（株）エネゲートと当社との資本・業務提携について協議を開始
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大崎電気工業㈱【連結】 

しました。特に電子式電力量計の開発においては、両社の経営資源を相互に活用しシナジー効

果を追求して行くことが競争力強化に繋がるものと考えております。現在は、早期に最終合意

に達することが出来るよう協議を継続している最中であります。 

 

また、「中期経営計画」におきましては、グループの企業価値をより高めることを基本方針

として下記の取り組みを行うものであります。 

 

（１）オール電化住宅の普及拡大に伴い新しい電気料金メニューを選択する家庭の増加により、

機械式電力量計からの移行が進みつつある電子式電力量計につきましては、需要の拡大に 

伴う競争激化を踏まえ積極的な資源配分を行い、機械式電力量計と同様の強固な事業基盤 

を構築しトップシェアの獲得を目指してまいります。さらに自動検針システムをはじめと

する総合的なエネルギー計測・管理システムの構築に取り組んでまいります。 

（２）一般市販市場向けでは、エネルギー使用状況を診断し、機器の運用、設備更新やエネル

ギー調達の改善提案を行う「デマンド・マネジメント・サービス」を新規事業として展開

しております。今後ともホームセンターやスーパーマーケット等の高圧電力需要家向けを

中心に省エネルギーサービスとしてさらなる販売拡大を図ってまいります。 

（３）ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビの普及拡大に伴い当社の強みが発揮で

きるＦＰＤ製造装置市場が大きく拡大しており、今後の市場拡大が期待されるＩＣカー

ド・ＩＣタグ関連製造装置を含む半導体関連装置と併せ、実装装置分野においては他社の

追随を許さないさらなる技術の開発、競争力の強化に努めてまいります。 

（４）海外事業につきましては、インドネシアに加え中国の子会社を生産拠点とし、それぞれ

の国内における市場シェアの獲得及び輸出の拡大を進めてまいります。 

 

５．対処すべき課題 

計測制御機器事業につきましては、主要取引先である電力会社は、電力自由化の進展により

電力供給事業者間での競争が一層促進されており、電力各社では設備投資の抑制や競争入札制

度の導入を進めるなど、当社におきましては厳しい経営環境が続いております。 
一方、主力製品である電子式電力量計では、オール電化住宅の普及拡大に後押しされ需要拡

大が続いている家庭用電子式電力量計は、機械式計器から電子式計器への切り替えが家庭用電

灯契約者数の約４％まで進展しており、今後はさらに本格的な需要拡大が見込まれております。 
喫緊の課題として、顧客ニーズに適応し高機能・高品質で信頼性が高く、なお且つ販売価格

の低下に追随したコストダウンタイプの製品開発に総力をあげて取り組み、売上高及び販売シ

ェアの拡大を図ってまいります。中期的課題としては、電力量計を単独の計器として使用する

だけではなく、付加価値サービスとして自動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー

計測・管理等の高度化システムの構築に取り組んでまいります。 
電力分野以外では、省エネルギー時代に即したエネルギーソリューション事業である「デマ

ンド・マネジメント・サービス」は軌道に乗りつつあり引き続き顧客開拓を推進してまいりま

す。さらに、トップシェアを獲得している電力分野でのハンディターミナル検針機器では、次

世代型検針システムの開発に全力で取り組むとともに、ガス、水道分野への事業拡大にも注力

してまいります。 
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大崎電気工業㈱【連結】 

ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビやＰＣモニター等のデジタル家電関連の需

要増加を背景に各分野の製造装置市場も持続的な成長が期待されております。 
特に薄型テレビは急速な普及拡大が続いており、当社グループの強みが発揮できるＦＰＤ関 

連装置は今後とも市場の拡大が予想されます。パネルの大型化・薄型化・高精細化に対応した

顧客ニーズの実現を図るためファインピッチ・高密度実装等の技術開発になお一層努めるとと

もに、今後ともカスタマイズ製品の受注・販売の拡大に注力してまいります。 
また、将来の戦略製品と位置付けている「半導体関連装置他」では、今後は低価格化に伴い

流通分野、金融分野向けでの市場の立ち上がりが期待出来るＩＣカード・ＩＣタグ関連製造装 

置を含む半導体関連装置を当社グループの優位性を発揮できる収益性のある新事業として展開

してまいります。 
 

６．親会社等に関する事項 

 当社は親会社を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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大崎電気工業㈱【連結】  

経営成績及び財政状態 
 
１．経営成績 
当中間期のわが国経済は、企業収益改善に伴う民間設備投資の拡大や堅調な個人消費に支

えられ景気は総じて緩やかな拡大基調で推移しました。しかし、一方では世界情勢不安や原

油や素材の価格高騰の収益への影響が拡大するなど懸念を感じさせる状況も見え始めました。 

当社グループの経営環境は、計測制御機器事業におきましては、新設住宅着工件数は堅調

に推移しているものの、主要顧客である電力各社の設備投資の低迷や競争入札制度の導入に

よる製品価格の低下に加え、原油価格の高騰や電気銅を始めとする素材価格が高騰するなど、

厳しい経営環境となりました。一方、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置事業

におきましては薄型テレビの普及拡大に牽引されフラットパネル製造装置の受注環境は好調

に推移しており生産高は拡大を続けております。 
このような経営環境のもとで、当社グループは原価低減活動を推進するなど経営効率化に

取り組み、全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 
連結売上高につきましては、計測制御機器事業の売上高は小幅な増加に止まったものの、

ＦＰＤ関連装置事業では大型物件が前倒しで売上計上されたため売上高が大幅に増加したこ

とにより、当中間期の連結売上高は前年同期比４５．６％増の１９２億２千５百万円となり

ました。 

利益面につきましては、計測制御機器事業では減少したものの、ＦＰＤ関連装置事業では

大きく増加したため、営業利益は前年同期比７２．４％増の２４億６千７百万円となりまし

た。また、経常利益は前年同期比７１．１％増の２５億５百万円となりました。中間純利益

につきましては、大崎エンジニアリング（株）のジャスダック証券取引所への上場に向けた

資本整備の一環として新株引受権が行使されたことに伴う持分変動損失１億２百万円を特別

損失に計上したものの、前年同期比３２．６％増の９億８千９百万円となりました。 

                                  （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 

平成１８年９月中間期 １９，２２５ ２，４６７ ２，５０５ ９８９ 

平成１７年９月中間期 １３，２０２ １，４３１ １，４６４ ７４６ 

増 減 額 ６，０２２ １，０３６ １，０４１ ２４３ 

 
当社グループのセグメント別当中間期連結業績の状況は次のとおりであります。 

（計測制御機器事業） 
計測制御機器事業は、電力会社向けハンディターミナル検針機器は納入時期が下期となっ

たため前年同期に比べ売上高は減少しましたが、電力会社向けのタイムスイッチの増加に加

え、産業用配分電盤や光通信関連製品等の他社製品を含む一般市販製品の売上増加により、

当事業の売上高は前年同期比４．８％増の１１１億１千６百万円となりました。 

一方、営業利益につきましては、電力会社向け製品では競争入札制度の導入により製品価

格が下がったこと、またタイムスイッチ等の増加はあったものの、前期は特需があった産業

用電子式電力量計、監視制御装置や計器用変成器等の社内製品が減少したこと、加えて電気
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銅をはじめとする素材価格の高騰により原材料価格が上昇したこと等により原価率が悪化し

たため営業利益は前年同期比４４．１％減の４億５千２百万円となりました。 

 
（ＦＰＤ関連装置事業） 
 ＦＰＤ関連装置事業は、各種のスポーツイベントや地上波デジタル放送の開始等が薄型テ

レビ需要拡大の追い風となるなど、主要顧客であるフラットパネル製造メーカーの旺盛な設

備投資によりＦＰＤ製造装置は需要拡大が続いております。当中間期につきましては、下期

での売上を計画していた大型物件が上期に前倒しとなって売上計上されたこともあり、当事

業の売上高は前年同期に比べ５５億５百万円（２２９．２％増）増加して７９億７百万円と

なりました。また、営業利益は売上高の大幅増加に伴い前年同期に比べ１３億７千４百万円

（２６７．１％増）増加し１８億８千９百万円となりました。 

 
（不動産事業） 
 不動産事業は、売上高はほぼ横這いで推移しており前年同期比３．４％増の２億５千５百

万円、営業利益は前年同期比１７．４％増の１億２千５百万円となりました。 
 
 なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高５千３百万円を含め

て表示しております。  
 

２．財政状態 
（１）当中間期末の総資産、純資産及び自己資本比率の状況 
                                （単位：百万円） 

 総資産 純資産 自己資本比率 

平成１８年９月中間期 ３７，９４５ ２４，８７６ ６１．９％ 

平成１８年３月期 ４１，２３６ ― ５６．３％ 

増 減 額 △３，２９１ ― ５．６ﾎﾟｲﾝﾄ 

 
 当中間期末は、前期末と比較して総資産は３２億９千１百万円減少しました。 
これは、主としてＦＰＤ関連装置事業で前期末に保有していた在庫を売上計上したため 

たな卸資産が前期末比２７億３千８百万円減少したことによるものです。 
負債につきましては、支払手形及び買掛金２２億２千７百万円や前受金等のその他が１１

億９千６百万円減少したこと等により負債合計は前期末比４０億８千４百万円減少しました。 
なお、自己資本比率は６１．９％（５．６ポイント増）となりました。 
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（２）キャッシュ・フローの状況                   
（単位：百万円） 

 前年同期 当中間期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △４８０ １，１７２ １，６５２ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △１８６ △７５９ △５７３ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △９６ △３２５ △２２８ 

現金及び現金同等物の中間期末残高 １，７０３ ４，６５８ ２，９５４ 

 

 (ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果により得られた資金は１１億７千２百万円となりました。 

資金の増加要因は、税金等調整前中間純利益２４億３千８百万円に加え、ＦＰＤ関連装

置事業での大型物件の売上計上に伴うたな卸資産の減少２７億４千５百万円であるのに対

し、資金の減少要因は、仕入債務の減少２０億６千８百万円及び前受金の減少１４億２千

８百万円、及び法人税等の支払い１２億５千４百万円によるものです。 

 (ﾛ)投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果により減少した資金は７億５千９百万円となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出３億４千４百万円、投資有価証券の取得によ

る支出４億４千８百万円によるものです。 

 (ﾊ)財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果により減少した資金は３億２千５百万円となりました。 

これは主に配当金の支払い３億２百万円によるものです。 

 
これらの結果、当中間期末の現金及び現金同等物の中間期末残高は、前期末に比べ８千９

百万円増加して４６億５千８百万円となりました。また、有利子負債残高は前期末に比べ２

千２百万円減少して３８億９千５百万円となりました。 
 

（３）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成18年9月 

中間期 

自己資本比率（％）   ５６．５   ６０．０   ５６．３   ６１．９ 

時価ベースの自己資本比率（％）   ６５．９   ７０．７  １２２．３  １１５．８ 

債務償還年数（年） １．６ １．８ １．２ － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）   ３５．９   ２９．１   ３７．１    － 

（注）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 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
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＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

＊営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。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

いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

 
３．通期の見通し  

当社グループにとりましては、原材料価格等の高止まりによる影響に加え、主要顧客であ

る電力各社が競争入札制度の導入を進めるなど、それぞれの事業分野における競争が激化し

ており、予断を許さない経営環境が続くものと思われます。 
 厳しい環境下ではありますが、計測制御機器事業では需要の拡大が期待される家庭用電子

式電力量計や新型タイムスイッチ、ＦＰＤ関連装置事業では薄型テレビ用ディスプレイパネ

ルの製造装置を中心に売上高の拡大に向け販売活動を一層強化するとともに、引き続き製造

コストの低減を推進し、経営体質の強化並びに収益力の向上に努める所存であります。 
通期の業績見通しにつきましては、売上高３５５億円、経常利益３７億５千万円、また当

期純利益につきましては、連結子会社である大崎エンジニアリング㈱の上場に伴い生じる持

分変動利益約１０億４千万円を特別利益として計上する予定であるため過去最高の２７億円

を見込んでおります。なお、持分変動損益には募集時のオーバーアロットメントによる損益

は含んでおりません。 
  

１．連 結 業 績 見 通 し 

売 上 高       ３５，５００百万円 （前期比  １０．３％増）  

経 常 利 益        ３，７５０百万円 （ 〃    ６．３％減） 

当 期 純 利 益      ２，７００百万円 （ 〃   ３０．６％増） 

  ２．個 別 業 績 見 通 し 

売 上 高    １９，０００百万円 （前期比   １．２％増）  

経 常 利 益      １，４５０百万円 （ 〃   ３３．８％減） 

当 期 純 利 益        ９００百万円 （ 〃   ３６．３％減） 

 

 なお、当社は平成１８年７月２６日に㈱エネゲートとの資本・業務提携に関する協議の開 
始を決議しましたが、当期の業績への影響につきましては現段階では不明であるため、今回 
の業績予想には勘案しておりません。 
 
（注意事項） 
 上記の業績見通しは、当社グループが現時点で得られた情報に基づいて算定した将来の予

想であり、不確実な要素を含んでいるため、実際の業績はこれらと異なる結果となり得るこ

とをご承知おき下さい。  
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４．事業等のリスク 
当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のもの

があります。 

 

(１)需要環境の変動によるリスク 

当社グループが製造している製品市場（計測制御機器市場、ＦＰＤ製造装置市場）の予

期せぬ変動により製品の需要環境が変化する可能性があります。また、当社グループが製

品を販売している国や地域の経済状況の変動により製品の需要環境が変化する可能性があ

ります。製品需要環境の大きな変動による売上高の低下は当社グループの業績及び財政状

態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(２)原材料・部品の価格高騰及び入手難によるリスク 

当社グループは製品の製造のため外部から原材料、部品、組立外注品等を購入しており

ますが、これらは世界経済の状況や原料産出国の環境により価格の高騰や入手が困難とな

る事態がおこらないという保証はありません。原材料・部品の価格高騰及び入手難は当社

グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(３)株価変動によるリスク 

当社グループは投資有価証券７７億２千１百万円を保有しておりますが、株価の大幅な

下落がおきた場合に投資有価証券評価損が発生しないという保証はありません。大きな投

資有価証券評価損は当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(４)不動産価格の変動によるリスク 

  当社グループは電気機械器具製造業、ＦＰＤ関連装置製造業及び不動産事業を行ってお

り土地・建物等の不動産を所有しておりますが、保有している不動産価格の下落は当社グ

ループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  

(５)製品の不具合によるリスク 

当社グループは極めて高い品質管理水準のもと製造を行っておりますが、将来に渡りす

べての製品やサービスにおいて、製品の不具合、サービス対応の不備によるリコールや顧

客満足の低下による販売数量の減少がおこらないという保証はありません。大規模なリコ

ールや納入停止につながるような製品の不具合は当社グループの業績及び財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

(６)特定顧客への取引集中によるリスク 

  当社グループの顧客について、計測制御機器事業では主要製品である電力量計、電流制

限器、計器用変成器、監視制御装置及びタイムスイッチの主たる納入先は国内の１０電力

会社となっております。電力各社に対する売上高の合計は全売上高の半ばを占めておりま

す。また、ＦＰＤ関連装置事業では大型薄型テレビ向け実装装置が主力となっております。

これらは特定の取引先に対する売上の依存割合が高くなっているため、取引先との取引関

係に変化があった場合は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

1,704 4,658 4,569

※6 6,404 6,381 6,573

7,279 5,260 7,999

1,194 1,014 1,183

△ 61 △ 50 △ 57

16,520 44.0 17,264 45.5 20,268 49.2

Ⅱ

※1,2

建物及び構築物 5,245 4,962 5,114

機械装置及び運搬具 994 966 993

土地 5,235 4,825 4,825

その他 573 12,048 32.1 611 11,366 30.0 572 11,506 27.9

443 1.2 348 0.9 400 0.9

投資有価証券 7,295 7,721 7,860

その他 1,231 1,251 1,209

貸倒引当金 △ 8 8,519 22.7 △ 7 8,965 23.6 △ 7 9,062 22.0

21,011 56.0 20,680 54.5 20,968 50.8

37,532 100.0 37,945 100.0 41,236 100.0

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

金額(百万円)

貸倒引当金

その他

たな卸資産

（資産の部）

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

 固定資産合計

 流動資産合計

固定資産

投資その他の資産

有形固定資産

無形固定資産

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

 資産合計

中間連結貸借対照表
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注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

構成比
(％)

Ⅰ

※6 5,231 3,613 5,840

924 581 549

2,500 － －

611 965 1,288

694 715 721

※3 1,883 2,245 3,441

11,846 31.6 8,121 21.4 11,841 28.7

Ⅱ

1,918 3,313 3,367

619 352 502

130 146 137

134 － 89

－ 44 －

782 1,091 1,214

3,584 9.5 4,948 13.0 5,311 12.9

15,431 41.1 13,069 34.4 17,153 41.6

少数株主持分 568 1.5 － － 882 2.1

Ⅰ 4,686 12.5 － － 4,686 11.4

Ⅱ 4,768 12.7 － － 4,768 11.6

Ⅲ 10,881 29.0 － － 12,012 29.1

Ⅳ 1,829 4.9 － － 2,374 5.8

Ⅴ 為替換算調整勘定 △ 378 △ 1.0 － － △ 364 △ 0.9

Ⅵ △ 255 △ 0.7 － － △ 277 △ 0.7

21,532 57.4 － － 23,200 56.3

 負債、少数株主持分及び資本合計 37,532 100.0 － － 41,236 100.0

Ⅰ

資本金 － － 4,686 12.4 － －

資本剰余金 － － 4,768 12.6 － －

利益剰余金 － － 12,640 33.3 － －

自己株式 － － △ 289 △ 0.8 － －

株主資本合計 － － 21,805 57.5 － －

Ⅱ

その他有価証券評価差額金 － － 2,048 5.4 － －

為替換算調整勘定 － － △ 354 △ 0.9 － －

評価・換算差額等合計 － － 1,694 4.5 － －

Ⅲ － － 1,376 3.6 － －

－ － 24,876 65.6 － －

負債純資産合計 － － 37,945 100.0 － －

負ののれん

役員退職慰労引当金

長期借入金

退職給付引当金

資本金

資本剰余金

（資本の部）

その他

 資本合計

利益剰余金

 固定負債合計

その他有価証券評価差額金

自己株式

 流動負債合計

固定負債

 負債合計

（少数株主持分）

連結調整勘定

賞与引当金

その他

未払法人税等

支払手形及び買掛金

短期借入金

１年以内償還予定の社債

（負債の部）

流動負債

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

金額(百万円)

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

（純資産の部）

株主資本

評価・換算差額等

 純資産合計

少数株主持分
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大崎電気工業㈱【連結】

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ 13,202 100.0 19,225 100.0 32,180 100.0

Ⅱ 8,382 63.5 13,306 69.2 21,407 66.5

4,820 36.5 5,918 30.8 10,772 33.5

Ⅲ ※1 3,388 25.7 3,450 17.9 6,822 21.2

1,431 10.8 2,467 12.8 3,950 12.3

Ⅳ

3 1 3

51 63 82

15 － 18

44 － 89

－ 44 －

46 161 1.2 31 141 0.7 82 276 0.9

Ⅴ

39 51 84

－ 6 －

76 6 78

12 128 1.0 39 103 0.5 61 224 0.7

1,464 11.1 2,505 13.0 4,002 12.4

Ⅵ

－ 3 －

78 32 609

14 92 0.7 － 35 0.2 10 620 1.9

Ⅶ

※2 13 － 538

※3 7 － 32

17 － 30

※4 118 － 118

－ 156 1.2 102 102 0.5 － 720 2.2

1,400 10.6 2,438 12.7 3,903 12.1

594 939 1,527

△ 12 582 4.4 123 1,063 5.5 14 1,542 4.8

71 0.5 385 2.0 293 0.9

746 5.7 989 5.1 2,066 6.4

連結調整勘定償却額

貸倒引当金戻入

のれん償却額

中間（当期）純利益

投資有価証券売却益

特別損失

法人税等調整額

ゴルフ会員権等売却益

持分変動損益

コミットメントライン費用

少数株主利益

営業外収益

売上総利益

販売費及び一般管理費

経常利益

特別利益

中間連結損益計算書

区分

売上原価

その他

営業外費用

支払利息

為替差損

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

売上高

税金等調整前中間（当期）純利益

法人税、住民税及び事業税

固定資産売却損

固定資産除却損

ゴルフ会員権等評価損

営業利益

その他

減損損失

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

金額(百万円)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

受取利息

受取配当金

為替差益
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大崎電気工業㈱【連結】

注記
番号

Ⅰ 4,768 4,768

Ⅱ － －

Ⅲ － －

Ⅳ 4,768 4,768

Ⅰ 10,438 10,438

Ⅱ

746 746 2,066 2,066

Ⅲ

246 435

57 303 57 492

Ⅳ 10,881 12,012

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

金額(百万円)

利益剰余金中間期末(期末)残高

配当金

役員賞与

 中間（当期）純利益

利益剰余金減少高

（利益剰余金の部）

利益剰余金増加高

資本剰余金増加高

資本剰余金中間期末(期末)残高

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
　至　平成17年９月30日)

区分 金額(百万円)

利益剰余金期首残高

資本剰余金減少高

中間連結剰余金計算書

資本剰余金期首残高

（資本剰余金の部）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合　　計

少数株主
持　　分

純資産
合　計

 平成18年３月31日残高
（百万円） 4,686 4,768 12,012 △ 277 21,190 2,374 △ 364 2,010 882 24,083

 中間連結会計期間中の
 変動額

　 利益処分による剰余金の配当 △ 302 △ 302 △ 302

 　利益処分による役員賞与 △ 59 △ 59 △ 59

　 中間純利益 989 989 989

　 自己株式の取得 △ 12 △ 12 △ 12

　 株主資本以外の項目の
   中間連結会計期間中の
   変動額(純額) △ 325 9 △ 316 494 178

 中間連結会計期間中の
 変動額合計（百万円） － － 627 △ 12 614 △ 325 9 △ 316 494 793

 平成18年９月30日残高
（百万円） 4,686 4,768 12,640 △ 289 21,805 2,048 △ 354 1,694 1,376 24,876

中間連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成17年４月１日 (自　平成18年４月１日 (自　平成17年４月１日

  至　平成17年９月30日)   至　平成18年９月30日)   至　平成18年３月31日)

注記

番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 1,400 2,438 3,903

減価償却費 404 403 822

減損損失 118 ― 118

貸倒引当金の増加額(△減少額) 14 △ 7 9

賞与引当金の増加額(△減少額) △ 20 △ 5 6

退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 122 △ 150 △ 239

受取利息及び受取配当金 △ 55 △ 64 △ 86

支払利息 39 51 84

固定資産除却・売却損 20 ― 570

投資有価証券売却益 △ 78 △ 32 △ 609

ゴルフ会員権等売却益 △ 14 ― △ 10

ゴルフ会員権等評価損 17 ― 30

持分変動損益 ― 102 ―

売上債権の減少額(△増加額) 320 194 136

たな卸資産の減少額(△増加額) △ 3,693 2,745 △ 4,399

仕入債務の増加額(△減少額) 1,819 △ 2,068 2,346

前受金の増加額(△減少額) ― △ 1,428 1,422

その他 △ 396 233 △ 277

小計 △ 223 2,411 3,827

利息及び配当金の受取額 55 64 86

利息の支払額 △ 41 △ 49 △ 88

法人税等の支払額 △ 270 △ 1,254 △ 542

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 480 1,172 3,283

Ⅱ　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 △ 327 △ 344 △ 599

有形固定資産の売却による収入 14 15 15

無形固定資産の取得による支出 △ 27 △ 5 △ 49

投資有価証券の取得による支出 ― △ 448 △ 197

投資有価証券の売却による収入 140 66 1,272

その他 14 △ 41 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 186 △ 759 476

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額(△減少額) 199 30 △ 158

長期借入れによる収入 59 ― 1,500

長期借入金の返済による支出 △ 136 △ 52 △ 149

社債の償還による支出 ― ― △ 2,500

少数株主からの払込みによる収入 56 33 131

配当金の支払額 △ 246 △ 302 △ 435

その他 △ 29 △ 33 △ 51

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 96 △ 325 △ 1,662

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0 1 5

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △ 762 89 2,102

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,466 4,569 2,466

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 1,703 4,658 4,569

金額(百万円)金額(百万円)

大崎電気工業㈱【連結】

区分 金額(百万円)
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大崎電気工業【連結】 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   11社 

主要な連結子会社の名称 

大崎電気システムズ株式会社 

岩手大崎電気株式会社 

大崎データテック株式会社 

PT. METBELOSA 

大崎エンジニアリング株式会

社 

大崎エステート株式会社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   11社 

主要な連結子会社の名称 

同  左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   11社 

主要な連結子会社の名称 

同  左 

(2) 非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益及び利

益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

(2) 非連結子会社名 

同  左 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

同  左 

(2) 非連結子会社名 

同  左 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金(持分に見合う額)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) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

または関連会社数 

―社

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず

原価法により評価しておりま

す。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

同  左 

 

（持分法を適用しない理由） 

同  左 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

同  左 

 

（持分法を適用しない理由） 

   持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず

原価法により評価しておりま

す。 
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大崎電気工業【連結】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 他の会社等の議決権の20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

株式会社キューキ 

東北計器工業株式会社 

(関連会社としなかった理由) 

当社は上記２社の議決権の

27%、20%を所有しております

が、２社は、それぞれ、九州電

力株式会社、東北電力株式会社

の子会社であること、２電力会

社向けの製品については、各電

力会社の発注に基づき上記２社

を経由して受注している関係に

あることから、当社は上記２社

の財務及び営業または事業の方

針の決定に対して重要な影響を

与えることはできないと認めら

れるためであります。 

(3) 他の会社等の議決権の20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

同  左 

 

(関連会社としなかった理由) 

同  左 

(3) 他の会社等の議決権の20％以

上、50％以下を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわら

ず関連会社としなかった当該他

の会社等の名称 

同  左 

 

(関連会社としなかった理由) 

同  左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち、 PT. 

METBELOSA 及 び OSAKI METER 

SALES, INC.の中間決算日は６

月30日であります。中間連結財

務諸表の作成に当たっては同日

現在の中間財務諸表を使用し、

中間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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同  左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうち、 PT. 

METBELOSA 及 び OSAKI METER 

SALES, INC.の決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の

作成に当たっては同日現在の財

務諸表を使用し、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。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。なお、個別受注生産品

については個別法による原

価法によっております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

同  左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

同  左 

ｂ 原材料、貯蔵品 

主として移動平均法によ

る原価法によっておりま

す。 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同  左 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同  左 
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大崎電気工業【連結】 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。(評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。) 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によっ

ております。(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります。) 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります。(評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取

り込む方法によっておりま

す。 

③デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務 

  時価法によっております。  

時価のないもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務 

      同  左 

時価のないもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務 

      同  左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、

主として定率法を採用しており

ます。ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物付属

設備は除く)については定額法

によっております。 

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

在外連結子会社は主として定

額法を採用しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

同  左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

同  左 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。 

②無形固定資産 

同  左 

②無形固定資産 

同  左 

 

③長期前払費用 

均等償却をしております。 

③長期前払費用 

同  左 

③長期前払費用 

同  左 
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大崎電気工業【連結】 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 

②賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

②賞与引当金 

同  左 

②賞与引当金 

同  左 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として10年)による定額法

により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

③退職給付引当金 

同  左 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として10年)による定額法

により按分した額を、それぞれ

発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

④役員退職慰労引当金 

連結子会社１社について

は、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上して

おります。 

④役員退職慰労引当金 

同  左 

④役員退職慰労引当金 

連結子会社１社について

は、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しており

ます。 

(4) 中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債

並びに収益及び費用は、在外子

会社の中間決算日における直物

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(4) 中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の中間財務諸

表の作成に当たって採用した重

要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社の資産及び負債

並びに収益及び費用は、在外子

会社の中間決算日における直物

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎とな

った連結会社の財務諸表の作成

に当たって採用した重要な外貨

建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債並び

に収益及び費用は、在外子会社

の決算日における直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘定に含め

ております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同  左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同  左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用して

おります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 金利スワップ 

(ヘッジ対象) 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の

金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っておりま

す。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の

要件を満たしておりますの

で、有効性の評価を省略して

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

 

③ヘッジ方針 

同  左 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同  左 

 

③ヘッジ方針 

 同  左 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同  左 

(7) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同  左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

      同  左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

      同  左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から｢固定資

産の減損に係る会計基準｣（｢固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書｣（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び｢固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が118百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から｢貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準｣（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び｢貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針｣（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は23,499百万円であり

ます。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から｢固定資産の

減損に係る会計基準｣（｢固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書｣（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び｢固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針｣（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益が118百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

 

 

 

表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となり｢金融商品会計に関する実務指針｣

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で

改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投資事

業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を

投資有価証券として表示する方法に変更しました。 

なお、当中間連結会計期間の｢投資有価証券｣に含まれ

る当該出資の額は74百万円であり、前中間連結会計期間

における投資その他の資産の｢その他｣に含まれている当

該出資の額は129百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において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した｢前

受金の増加額（△減少額）｣（前中間連結会計期間16百

万円）は、当中間連結会計期間より区分掲記しておりま

す。 

前中間連結会計期間において投資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した｢投

資有価証券の取得による支出｣（前中間連結会計期間△

７百万円）は、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

15,659百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

14,659百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

14,404百万円
※２ 担保資産 
根抵当権 

資産の 
種類 

帳簿 
価額 
(百万円) 

対応する 
債務の金額 
(百万円) 

土地 2,415 短期借入金 278 

建物 1,436 長期借入金 1,761 

計 3,851 計 2,040 

  

※２ 担保資産 
根抵当権 

資産の
種類

帳簿
価額
(百万円)

対応する 
債務の金額 
(百万円) 

土地 2,316 短期借入金 78

建物 1,326 長期借入金 1,668

計 3,643 計 1,747

  

※２ 担保資産 
根抵当権 

資産の
種類

帳簿 
価額 
(百万円) 

対応する 
債務の金額 
(百万円) 

土地 2,316 短期借入金 101

建物 1,349 長期借入金 1,716

計 3,665 計 1,818

  
※３  一部仕入先等への支払方法

を手形から一括ファクタリン
グシステムによる支払に移行
しており、流動負債の「その
他」にはファクタリング方式
により振替えた仕入債務等の
未払額が624百万円含まれて
おります。 

※３  一部仕入先等への支払方法
を手形から一括ファクタリン
グシステムによる支払に移行
しており、流動負債の「その
他」にはファクタリング方式
により振替えた仕入債務等の
未払額が715百万円含まれて
おります。 

※３  一部仕入先等への支払方法
を手形から一括ファクタリン
グシステムによる支払に移行
しており、流動負債の「その
他」にはファクタリング方式
により振替えた仕入債務等の
未払額が554百万円含まれて
おります。 

   
 ４ 偶発債務 
  (1)    ―――― 

 ４ 偶発債務 
  (1)   ―――― 

 ４ 偶発債務 
  (1) 連結子会社以外の会社の金

融機関からの借入金に対し、
債務保証を行っております。

 
 

 
 

北海道 
大崎電気㈱ 

20百万円

 
  (2) 売掛金債権流動化による譲 

渡高 23百万円
 

  (2) 売掛金債権流動化による譲
渡高 10百万円

 

  (2) 売掛金債権流動化による譲
渡高 14百万円

 
   

５ 当社及び連結子会社１社は、

運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における

貸出コミットメント契約に係る

借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,000百万円 

借入実行残高 200 

差引額 5,800百万円 
 

５ 当社及び連結子会社１社は、

運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

当中間連結会計期間末における

貸出コミットメント契約に係る

借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 6,000百万円
 

５ 当社及び連結子会社１社は、

運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出

コミットメント契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 6,000百万円
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※６    ―――― ※６ 中間連結会計期間末日満期

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、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休業日で

あったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連

結会計期間末残高に含まれて

おります。 

受取手形 62百万円

支払手形 419百万円
 

※６    ―――― 

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 
手当・賞与 

915百万円 

賞与引当金 
繰入額 

289 

退職給付費用 55 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

7 

貸倒引当金 

繰入額 
14 

研究開発費 520 

 

※２ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 
及び構築物 

12百万円 

その他 0 

計 13百万円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 
手当・賞与 

955百万円

賞与引当金 
繰入額 

304 

退職給付費用 46 

役員退職慰労
引当金繰入額

8 

研究開発費 445 

  

 

※２    ―――― 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。 

従業員給料 
手当・賞与 

2,181百万円

賞与引当金 
繰入額 

306 

退職給付費用 115 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

14 

貸倒引当金 

繰入額 
10 

研究開発費 947 

 

※２ 固定資産売却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 
及び構築物 

125百万円

土地 412 

計 538百万円

 
 

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 

及び構築物 
1百万円 

機械装置 
及び運搬具 

2 

その他 3 

計 7百万円 
 

※３    ―――― 

 

※３ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物 
及び構築物 

1百万円

機械装置 
及び運搬具 

9 

その他 22 

計 32百万円
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大崎電気工業【連結】 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※４ 減損損失 

    当社グループは、以下の資

産について減損損失を計上し

ました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 

資産 
建物 

千葉県 

長柄町 
20 

遊休 

資産 
土地 

長野県 

軽井沢

町 

5 

遊休 

資産 
土地 

神奈川

県 

葉山町 

92 

 計  118 

    当社グループは、事業用資

産については製品グループを

基礎とし、賃貸用資産、遊休

資産については個別物件毎

に、グルーピングしておりま

す。 

遊休資産については今後の

利用計画がなく、土地の市場

価格が著しく下落しているた

め、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上

しております。 

    なお、回収可能価額は正味

売却価額により測定してお

り、土地については路線価に

よる評価額又は取引事例価格

等を参考にして評価しており

ます。また、建物については

備忘価格をもって評価してお

ります。 

※４    ―――― ※４ 減損損失 

    当社グループは、以下の資

産について減損損失を計上し

ました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 

資産 
建物 

千葉県 

長柄町 
20

遊休 

資産 
土地 

長野県 

軽井沢

町 

5

遊休 

資産 
土地 

神奈川

県 

葉山町 

92

 計  118

    当社グループは、事業用資

産については製品グループを

基礎とし、賃貸用資産、遊休

資産については個別物件毎

に、グルーピングしておりま

す。 

遊休資産については今後の

利用計画がなく、土地の市場

価格が著しく下落しているた

め、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上

しております。 

    なお、回収可能価額は正味

売却価額により測定してお

り、土地については路線価に

よる評価額又は取引事例価格

等を参考にして評価しており

ます。また、建物については

備忘価格をもって評価してお

ります。 
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大崎電気工業【連結】 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式 

普通株式（株） 38,550,684 － － 38,550,684

自己株式 

普通株式（株） 723,015 10,913 － 733,928

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加10,913株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 302 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

決議 
株式の 

種類 
配当の原資

配当金 

の総額 

(百万円)

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月20日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 245 6.50 平成18年９月30日 平成18年12月12日
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大崎電気工業【連結】 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金 1,704百万円

現金及び預金のう
ち、預入期間が３ヵ
月を超える定期預金 

△0 

現金及び現金同等物 1,703百万円
  

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金 4,658百万円

現金及び預金のう
ち、預入期間が３ヵ
月を超える定期預金

－ 

現金及び現金同等物 4,658百万円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係 

現金及び預金 4,569百万円

現金及び預金のう
ち、預入期間が３ヵ
月を超える定期預金 

－ 

現金及び現金同等物 4,569百万円
  

 

 

 

(リース取引関係) 

 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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大崎電気工業【連結】 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
 

その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 3,468 6,216 2,748

② 債券 － － －

③ その他 416 751 335

計 3,884 6,968 3,083

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
非上場株式 224

投資事業組合出資 74

計 299

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
 

その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 3,665 7,103 3,438

② 債券 － － －

③ その他 16 32 16

計 3,682 7,136 3,454

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

その他有価証券 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
非上場株式 512

投資事業組合出資 44

計 556

 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 

その他有価証券 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

① 株式 3,527 7,511 3,983

② 債券 － － －

③ その他 16 37 20

計 3,544 7,548 4,004

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

その他有価証券 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
非上場株式 224

投資事業組合出資 58

計 283
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大崎電気工業【連結】 

(デリバティブ取引関係) 

 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

該当事項はありません。 
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大崎電気工業【連結】 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 
 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

10,607 2,401 193 13,202 ― 13,202

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 ― 53 54 (54) ―

計 10,608 2,401 246 13,257 (54) 13,202

営業費用 9,799 1,887 139 11,825 (54) 11,771

営業利益 809 514 107 1,431 ― 1,431

(注) １ 事業区分の方法 
当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要な製品(役務の提供含む) 
(1) 計測制御機器事業………………………………………電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電

盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連
機器、検針システム 

(2) FPD(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 …LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置 
(3) 不動産事業………………………………………………不動産の賃貸 

 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 
 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

11,116 7,907 202 19,225 ― 19,225

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 ― 53 53 (53) ―

計 11,116 7,907 255 19,278 (53) 19,225

営業費用 10,664 6,017 129 16,811 (53) 16,757

営業利益 452 1,889 125 2,467 ― 2,467

(注) １ 事業区分の方法 
当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要な製品(役務の提供含む) 
(1) 計測制御機器事業………………………………………電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電

盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連
機器、検針システム 

(2) FPD(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 …LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置 
(3) 不動産事業………………………………………………不動産の賃貸 
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大崎電気工業【連結】 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

23,069 8,718 392 32,180 ― 32,180

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1 ― 106 108 (108) ―

計 23,071 8,718 499 32,289 (108) 32,180

営業費用 21,050 7,014 272 28,338 (108) 28,230

営業利益 2,021 1,703 226 3,950 ― 3,950

(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要な製品(役務の提供含む) 

(1) 計測制御機器事業………………………………………電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電

盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連

機器、検針システム 

(2) FPD(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 …LCD実装装置、PDP実装装置、ICカード実装装置 

(3) 不動産事業………………………………………………不動産の賃貸 

 

 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

 

 

 

 

 

 

31



 
 

大崎電気工業【連結】 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,802 146 1,949 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 19,225 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.4 0.8 10.1 

１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
 （1）アジア･････中国、インドネシア、他 
 （2）その他･････北米、他 
３．海外売上高は、当社及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。 

 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,028 359 4,387 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 32,180 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 1.1 13.6 

１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
 （1）アジア･････中国、インドネシア、他 
 （2）その他･････北米、他 
３．海外売上高は、当社及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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大崎電気工業【連結】 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで) 

<大崎エンジニアリング㈱のジャスダック証券取引所への上場について> 

   当社の連結子会社である大崎エンジニアリング㈱は、平成18年10月17付で㈱ジャスダック証券

取引所より、同取引所（JASDAQ）への新規上場の承認がなされ、平成18年11月20日に上場いたし

ました。 

（１）上場した会社の概要 

   商号     大崎エンジニアリング株式会社 

    代表者    代表取締役社長 遠藤健二 

     本店所在地  埼玉県入間市大字狭山ケ原326番地 

     設立年月   平成２年４月 

     事業内容   ＦＰＤ関連装置等の製造・販売 

（２）上場に際しての株式募集概要 

    公募株数         7,500株（払込期日 平成18年11月19日） 

    売出株数         2,400株 

    オーバーアロットメント  1,000株（払込期日 平成18年12月19日） 

    発行価格・売出価格    １株につき 金360,000円 

    引受価額・割当価格    １株につき 金334,800円 

（３）連結業績に与える影響 

    下期において持分変動利益が1,042百万円発生し、特別利益に計上する予定であります。な

お、オーバーアロットメントにつきましては、持分変動利益が最大で116百万円発生します

が、発行株式数が変更される可能性があるため、現時点では損益に与える影響額は未定で

あります。 

 

前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

該当事項はありません。 
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