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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） 

（注）平成19年3月期第3四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 2,975 ― 473 ― 476 ― 295 ―
20年3月期第1四半期 3,021 ― 674 ― 683 ― 327 ―

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 5,727.87 ―
20年3月期第1四半期 6,346.19 ―

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 9,265 7,303 78.8 141,345.83
20年3月期 12,265 7,188 58.6 139,116.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,303百万円 20年3月期  7,188百万円

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 ― ― ― 3,500.00 3,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3,500.00 3,500.00

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 5,500 ― 1,080 ― 1,080 ― 620 ― 11,998.53
通期 11,000 2.3 2,180 0.2 2,180 △0.1 1,260 4.2 24,384.11

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  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(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、3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、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、リスクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因に
よって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。なお、上記予想に関する事項は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。  

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  51,673株 20年3月期  51,673株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  51,673株 20年3月期第1四半期  51,673株
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【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、原油価格の高騰により諸物価の上昇が相次ぎ、景気の先行きは更に

不透明感を増していく結果となりました。
　一方、当第１四半期におけるフラットパネルディスプレイ市場は、薄型テレビ等において先行きの需要に
対する不透明感が一部にあったものの、フラットパネルテレビの大画面化、高画質化、有機ＥＬテレビによ
る更なる薄型化やデジタルカメラ、携帯電話などの携帯機器の高機能化などに需要が牽引され、継続的な設
備投資を促す状況下で推移いたしました。
　このような状況の下、当社グループは製品力の基盤となるファインピッチ実装（高精細高密度実装）技術
の強化を図り、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）・液晶パネル等の大画面化・高画質化・薄型化へのニ
ーズに対応するため、お客様のご要望に即したカスタム化生産システムを提供してまいりました。また、需
要が拡大しているＩＣカード、ＩＣタグやデジタルカメラなどに組み込まれる撮像素子モジュールなど、各
種の高密度実装モジュールの生産技術・生産システムの提供に積極的に注力してまいりました。
　その結果、当社グループの当第１四半期の売上高は、2,975百万円（前年同期比45百万円減少）となり、ほ
ぼ前年並で推移いたしました。利益面におきましては、営業利益は473百万円（前年同期比201百万円減少）、
経常利益は476百万円（前年同期比207百万円減少）となりました。
　四半期純利益は295百万円（前年同期比31百万円減少）となりました。前年同期は製品保証引当金の新設に
伴い、特別損失に過年度製品保証引当金繰入額121百万円を計上いたしましたが、当第１四半期では、特別損
失は発生しておりません。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当社グループの当第１四半期末における総資産は、前年度末に比べて2,999百万円減少し、9,265百万円と

なりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加1,703百万円、棚卸資産の減少1,374百万円、受取手形及
び売掛金の減少3,235百万円であります。負債につきましては、前年度末に比べて3,114百万円減少し1,961百
万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少1,814百万円、短期借入金の減少700百万円、
未払法人税等の減少544百万円であります。その結果、自己資本比率は前年度末の58.6％から78.8％となりま
した。
（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残高は、前年度末に比べて1,703百万円増加し、2,236百万円
となりました。
(ア)営業活動によるキャッシュ・フロー
　 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502百万円に対し、売上債権
　 の減少額3,235百万円、仕入債務の減少額1,814百万円、棚卸資産の減少額1,374百万円、法人税
    等の支払額609百万円等により、2,589百万円の獲得となりました。
(イ)投資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・フローは、有形固定資産の取得等により４百万円の支出となりまし
　 た。
(ウ)財務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・フローは、短期借入金の減少による支出700百万円及び配当金の支
　 払による支出180百万円により、880百万円の支出となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第２四半期連結累計期間・通期の業績予想については、現時点では平成20年５月12日の決算短信にて公表

いたしました業績予想と変更はありません。
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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
1.一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.棚卸資産の評価方法

　 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年
　 度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売
　 却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。
3.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に基づく年間償却予定額
　 を期間按分する方法によっております。
4.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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
　 一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し
　 た将来の業績予測を利用する方法によっております。

(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.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「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.「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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
　 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
3.「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3

　 月30日 企業会計基準第13号)及び「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6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１
　 四半期連結会計期間から早期に適用しております。
　 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

決算短信 2008年08月04日 10時30分 00826xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 3 -



大崎エンジニアリング㈱(6259)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：千円）

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 2,236,457 532,640

受取手形及び売掛金 1,700,090 4,935,932

原材料 11,616 11,038

仕掛品 2,837,632 4,213,151

繰延税金資産 126,617 216,095

その他 32,953 11,146

貸倒引当金 △13,795 △39,688

流動資産合計 6,931,572 9,880,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,134,351 1,150,652

土地 1,013,925 1,013,925

その他（純額） 55,920 58,291

有形固定資産合計 2,204,197 2,222,869

無形固定資産 14,282 13,661

投資その他の資産 115,705 148,302

固定資産合計 2,334,185 2,384,833

資産合計 9,265,758 12,265,152
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（単位：千円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,286,972 3,100,996

短期借入金 － 700,000

未払法人税等 87,740 631,796

未払消費税等 113,116 43,994

前受金 6,342 90,915

賞与引当金 104,824 65,576

役員賞与引当金 － 21,300

製品保証引当金 128,439 128,991

その他 138,371 117,763

流動負債合計 1,865,805 4,901,333

固定負債

役員退職慰労引当金 96,190 175,245

固定負債合計 96,190 175,245

負債合計 1,961,995 5,076,579

純資産の部

株主資本

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金 1,597,920 1,597,920

利益剰余金 4,021,179 3,906,058

株主資本合計 7,303,519 7,188,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 243 174

評価・換算差額等合計 243 174

純資産合計 7,303,763 7,188,573

負債純資産合計 9,265,758 12,265,152
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

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 2,975,392

売上原価 2,344,000

売上総利益 631,392

販売費及び一般管理費 157,804

営業利益 473,588

営業外収益

受取利息 3

助成金収入 3,911

その他 836

営業外収益合計 4,750

営業外費用

支払利息 556

コミットメントフィー 1,403

営業外費用合計 1,960

経常利益 476,378

特別利益

貸倒引当金戻入額 25,892

特別利益合計 25,892

特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 502,271

法人税、住民税及び事業税 84,005

法人税等調整額 122,289

法人税等合計 206,295

四半期純利益 295,976
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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）

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 502,271

減価償却費 22,397

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,892

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,247

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,055

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 556

売上債権の増減額（△は増加） 3,235,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,374,941

仕入債務の増減額（△は減少） △1,814,024

前受金の増減額（△は減少） △84,573

その他 49,807

小計 3,199,663

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △718

法人税等の支払額 △609,708

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,589,239

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 △2,846

無形固定資産の取得による支出 △1,500

投資有価証券の取得による支出 △298

貸付金の回収による収入 78

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,566

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） △700,000

配当金の支払額 △180,855

財務活動によるキャッシュ・フロー △880,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,703,816

現金及び現金同等物の期首残高 532,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,236,457
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「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。

(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

[事業の種類別セグメント情報]

 当四半期（平成21年３月期第１四半期）

  当社グループは単一事業形態であるため、該当事項はありません。

[所在地別セグメント情報]

 当四半期（平成21年３月期第１四半期）

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

　 ん。

[海外売上高]

 当四半期（平成21年３月期第１四半期）

  海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第1四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,021,384

Ⅱ 売上原価 2,160,309

　 売上総利益 861,074

Ⅲ 販売費及び一般管理費 186,391

　 営業利益 674,683

Ⅳ 営業外収益 9,093

Ⅴ 営業外費用 ─

　 経常利益 683,776

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 121,345

　 税金等調整前四半期純利益 562,430

　 税金費用 234,503

　 四半期純利益 327,926
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（要約）前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
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 562,430

　 売上債権の減少額（△は増加額） △ 2,481,958

　 たな卸資産の減少額（△は増加額） 402,736

　 仕入債務の増加額（△は減少額） △ 578,482

　 前受金の増加額（△は減少額） △ 2,505

　 製品保証引当金の増加額（△は減少額） 120,172

　 その他 △ 6,578

　 小計 △ 1,984,186

　 法人税等の支払額 △ 363,260

　 その他 △ 636

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,348,083

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 △ 133,153

　 無形固定資産の取得による支出 △ 568

　 投資有価証券の取得による支出 △ 299

　 その他 7,348

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 126,672

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 配当金の支払額 △ 155,019

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 155,019

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △ 2,629,774

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,693,251

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,063,476
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