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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 9,563 △11.0 2,008 △7.7 2,007 △8.0 1,098 △9.2
20年3月期 10,749 6.3 2,176 15.3 2,181 20.0 1,209 15.3

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 ％ ％ ％

21年3月期 21,258.41 ― 14.4 17.9 21.0
20年3月期 23,409.65 ― 18.2 18.6 20.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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

21年3月期 10,137 8,101 79.9 156,787.98
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  8,101百万円 20年3月期  7,188百万円

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

21年3月期 5,642 △66 △883 5,225
20年3月期 △3,263 △442 544 532

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 3,500.00 3,500.00 180 15.0 2.7
21年3月期 ― ― ― 3,500.00 3,500.00 180 16.5 2.4
22年3月期 

（予想） ― ― ― 2,000.00 2,000.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

2,300 △64.8 △110 ― △110 ― △110 ― △2,128.77

通期 5,000 △47.7 △220 ― △220 ― △220 ― △4,257.54

－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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ【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】 をご覧ください。 

(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 51,673株 20年3月期 51,673株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 9,563 △11.0 2,015 △6.7 2,015 △7.0 1,074 △10.1
20年3月期 10,749 6.3 2,161 14.5 2,166 19.2 1,195 12.3

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

21年3月期 20,802.93 ―
20年3月期 23,129.20 ―

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 10,034 8,006 79.8 154,944.71
20年3月期 12,147 7,116 58.6 137,728.83

（参考） 自己資本 21年3月期  8,006百万円 20年3月期  7,116百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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結果となる可能性があることをご承知おきください。 
 なお、業績予想の背景等については、３ページ「１ 経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

2,300 △64.8 △110 ― △110 ― △110 ― △2,128.77

通期 5,000 △47.7 △220 ― △220 ― △220 ― △4,257.54

－2－



当連結会計年度におけるわが国経済は、金融危機に端を発した景気の悪化が、特に自動車や電機など

の輸出産業に大きな打撃となり、また、その影響が新興国にも波及し、外需が未曽有の速度で減退する

など、先行きに対する不透明感を更に強めていく結果となりました。  

 一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電を中心とした市場においては、フラットパネル

テレビの大画面化、高画質化やデジタルカメラの高画素化などの高付加価値化に支えられ、受注は期前

半までは継続されたものの、期後半にかけては設備投資の抑制の影響が表れる結果となりました。  

 このような事業環境の下、当社グループは製品力の基盤となるファインピッチ（高精細高密度）実装

技術の更なる強化を図るとともに、コスト削減活動を推進し、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。  

 しかしながら、市況後退の影響が大きく、当連結会計年度の売上高は95億６千３百万円（前年度比

11.0％減）となりました。  

 売上高を製品別にみますと、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置では79億８千６百万円

（前年度比16.8％減）、半導体関連装置他では、ＩＣカードやカメラ用撮像素子モジュールの製造装置

を中心に伸張し、15億７千７百万円（前年度比37.2％増）の結果となりました。  

 利益面におきましては、コスト削減及び製品性能向上によるコストパフォーマンスの向上を推進し、

業績の改善に努めてまいりました。  

 その結果、営業利益は20億８百万円（前年度比7.7％減）、経常利益は20億７百万円（前年度比8.0％

減）、当期純利益については、10億９千８百万円（前年度比9.2％減）となりました。  

  

 （次期の見通し）  

 事業環境は引き続き不透明感を強める状況にありますが、国内外の既存顧客に対する受注活動の強化

と併せて、当社グループが有する基盤技術をもとにして、新規顧客、新製品に対する取組を積極的に進

めてまいります。 

  しかしながら景気の回復が見通せない厳しい事業環境を踏まえて、当社グループの次期の連結業績

は、売上高は50億円、営業損失は２億２千万円、経常損失は２億２千万円、当期純損失は２億２千万円

の見通しにしております。  

  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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当社グループ事業の財政状態に関する特徴は次のとおりであります。 

 ・当社グループの事業はカスタマイズ製品の受注生産であり、製品在庫を保有しておりません。  

  設計・製造から据付調整までの期間は平均的には４～５か月でありますが、これを大きく超え 

  る場合もあります。生産に要する資材等は受注した物件ごとに手配・調達・生産に投入してお 

  ります。また、仕入債務は当社所定の条件によって支払っております。したがって、仕掛品残 

  高・仕入債務残高は物件の納期・生産スケジュールによって大きく増減します。 

 ・当社の売上債権残高は、物件の引渡時期と回収条件に大きく左右されます。大型物件の場合に 

  は着工から売上代金の回収までに１年を超えることもあり、多額の運転資金が必要となること 

  があります。 

 当連結会計年度の売上高は95億６千３百万円、当連結会計年度末の売上債権残高は８億９千万円とな

り、前年度末比40億４千５百万円減少しております。 

 一方、仕入債務は前年度末比18億８千５百万円減少しております。 

 これらの結果、現金及び預金は前年度末比46億９千２百万円増加いたしました。 

 ① 当連結会計年度末における連結ベースの資産及び純資産の状況 

    現金及び預金  5,225百万円（前連結会計年度末比 4,692百万円増） 

    売上債権      890百万円（前連結会計年度末比 4,045百万円減） 

    たな卸資産   1,652百万円（前連結会計年度末比 2,571百万円減） 

        有形固定資産  2,203百万円（前連結会計年度末比  19百万円減） 

    総資産     10,137百万円（前連結会計年度末比 2,127百万円減）    

  

   仕入債務    1,215百万円（前連結会計年度末比  1,885百万円減）     

    純資産     8,101百万円（前連結会計年度末比   913百万円増）  

    自己資本比率   79.9％   （前連結会計年度末比 21.3ポイント増）  

  ② キャッシュ・フローの状況  

    当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。） 

   は、前連結会計年度末に比べて4,692百万円増加し、5,225百万円となりました。  

    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、獲得した資金は5,642百万円（前連結会計年度は3,263百万円の支出） 

   となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益2,031百万円に対し、売上債権の    

      減少4,045百万円、たな卸資産の減少2,571百万円、仕入債務の減少1,885百万円、法人 

      税等の支払額1,096百万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66百万円（前連結会計年度は442百万円の支出）とな 

   りました。これは主に有形固定資産の取得であり、研究開発用に製作した試作機に伴う 

   支出であります。  

(2) 財政状態に関する分析
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 （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883百万円（前連結会計年度は544百万円の獲得）となり 

   ました。これは、主に短期借入金の返済による支出700百万円及び配当金の支払による支出 

   180百万円であります。  

     (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 

              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 

       ２ 当社は平成18年11月20日付でジャスダック証券取引所に上場したため、同日前の株価が把握できな 

         いことから、平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

       ３ 平成19年３月期の債務償還年数は、有利子負債がなくなったため、また、インタレスト・カバレッ 

         ジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、それぞれ記載しておりません。 

       ４ 平成20年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロ 

         ーがマイナスであるため記載しておりません。 

       ５ 平成21年３月期の債務償還年数は、有利子負債がなくなったため記載しておりません。 

       ６ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キ 

         ャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。        

  

当社は、経営体質の強化と今後の事業展開を踏まえた内部留保等を総合的に勘案し、安定的かつ継続

的な配当を行うことを基本方針としております。 

 当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配

当の年２回可能ですが、内部留保を考慮し、現時点では期末配当の年１回としております。 

 当事業年度の剰余金の配当は、上記の方針に基づき、期末配当として１株につき普通配当3,500円と

する予定です。 

 なお、次期の配当につきましては、次期業績を鑑みて１株につき2,000円とする予定です。 

  

最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略します。 

 当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.oec-inc.co.jp 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 24.7 55.0 58.6 79.9

時価ベースの自己資本比率(％) ― 185.8 75.4 46.8

債務償還年数(年) 0.5 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ
(倍)

62.2 ― ― 7,848.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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  最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関 

 係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

    当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

   http://www.oec-inc.co.jp 

当社グループは“『創造し成長する』をモットーに、お客様満足企業を目指す・・OECグループ”を

経営の基本方針に掲げ、強みである技術力・研究開発力やマーケティング力により、コア技術であるフ

ァインピッチ（高精細）実装技術をもとに、差別化コア技術の強化・創出及び経営基盤の改善・定着を

図り、顧客価値の最大化と企業価値の着実な向上を目指し、社会の発展に貢献していきます。  

 具体的には、当社グループの基盤事業であるＦＰＤ関連装置事業を継続的・安定的に成長させていき

ます。更にこれを土台にＩＣカードやＩＣタグなど、今後の成長が期待できる市場において、顧客満足

度向上を狙いとした新規事業を積極的に展開してまいります。  

 また、当社グループの基盤は、接合技術をもとにしたファインピッチ実装技術、計測・アライメント

技術及びシステム化技術でありますが、これらの技術における優位性を更に強化し、実装装置業界の中

でのリーディングカンパニーを目指し、積極的に挑戦してまいります。  

 以上の方針の下、健全で安定的な財務・収益体質の強化を図り、企業価値の向上を目指していきま

す。  

  

当社グループは、お客様との価値感を共有した信頼関係構築の下、安定的な成長を図り、着実な事業

展開を基軸に売上高、収益性を確保することを経営目標としております。 

  

当社グループの主力製品であるＦＰＤ関連装置は、携帯電話、パソコン、薄型テレビなど、デジタル

家電関連向けの需要増加を背景に、持続的な成長が期待されております。この背景には、国内において

平成23年度に予定されている地上波デジタル放送への完全移行や平成22年の上海万博などのイベント

が、ＣＲＴテレビからの置き換えを促す要因になっています。  

 また、当社グループが将来の戦略製品と位置付け、育成を図っております半導体関連装置他では、Ｉ

Ｃカード、ＩＣタグ等が、社会の関心の高いセキュリティやトレーサビリティ（生産履歴の追跡）向け

の用途として、流通、金融分野向けなどに普及、伸長が期待できます。  

 こうした事業環境を背景として当社グループは、ファインピッチ実装技術というコア・コンピタンス

を軸に、以下の重点戦略を推し進めてまいります。  

 ① ＦＰＤ関連装置の分野では、液晶やプラズマディスプレイパネルで培った実装装置製造のノ 

  ウハウをベースに、有機ＥＬ(有機エレクトロルミネッセンス)等の新方式ディスプレイパネル 

  の製造装置の受注拡大を図ります。  

2. 企業集団の状況

   

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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 ② ＩＣカードやＩＣタグ等に代表される半導体実装で実績を積み上げてきた半導体ファインピ 

  ッチ実装技術を更に進歩させ、ＭＥＭＳデバイス、イメージセンサーや積層パッケージ等の新 

  規分野にも積極的な拡大を目指します。 

  

当社グループの主要顧客が属するデジタル家電を中心とした市場においては、取り巻く事業環境の厳

しさが増していく状況下にあり、既存製品の競争力強化、新製品・新事業の展開、生産体制及び販売・

サービス体制の強化をもとにした受注活動の推進が求められております。このような状況下を踏まえ

て、継続的・安定的な収益基盤の構築を目指し、以下の課題への対処をしてまいります。  

 ① 製品競争力の向上  

     消費者の製品に対する趣向の多様化、技術進歩の加速化の中で、製品の性能面、機能面や価 

  格面での差別化競争が激化しております。製品の性能、機能などの付加価値向上への対応とし  

  て、ＦＰＤ関連装置においては大画面化、高画質化、薄型化などを狙いに、半導体関連装置他 

  においては更なる高密度実装や実装部品の微細化、薄型化を狙いとした展開を強化します。  

     また、製品の価格競争力向上への対応として、製造装置のユニット標準化などによるコスト 

  低減、生産タクト短縮などの性能向上を図り、製造装置としてのコストパフォーマンス向上を 

  目指します。  

 ② 新製品・新事業展開の推進  

     既存製品の性能、機能、価格での競争が激化していく中で、新製品の展開による新たな用 

  途、市場の開拓や新事業展開の推進が課題になっています。今後、用途拡大が予想されるＩＣ 

  カード、ＩＣタグや高精細化が求められているカメラ用撮像素子モジュール、電子部品と微細 

  機構部品との高精細複合実装製品などに対する取組を強化します。また、新規受注を確保する 

  ための接合技術やシステム化技術などのコア技術の更なる強化と拡充を推進します。  

 ③ 生産体制の強化  

     製品の競争力向上と併せて、需要の変動が大きい市場環境の中で、更なる生産体制の強化が 

   課題になっています。生産規模の変動への対応としての工場スペースの効率的運用、生産技術 

  力の向上、協力会社との連携を含めて総合的な生産体制の強化に向け努力します。   

 ④ 販売・サービス体制の強化  

     今後の厳しい環境を乗り切るためには、販売、サービス体制の強化が必須です。そのため、 

  新規受注の獲得、既存顧客の満足度向上、技術提案力の向上、販売後の技術サポートに注力し 

  てまいります。国内顧客に対する幅広い受注活動の推進と海外顧客からの受注拡大を狙いとし 

  た販売・サービス体制の総合的強化を図ってまいります。  

 ⑤ 財務体質の強化  

    受注から売上債権の回収に至るリードタイムを考慮した運転資金の効率化が課題となってい 

  ます。設計生産性向上、製造工期短縮、検収の短期化などを推進し、キャッシュ・フローの改 

   善を図り、安定的で効率的な財務基盤の構築を推進します。  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 532,640 5,225,178

受取手形及び売掛金 4,935,932 890,639

たな卸資産 4,224,190 －

原材料 － 13,717

仕掛品 － 1,639,093

繰延税金資産 216,095 102,465

その他 11,146 9,360

貸倒引当金 △39,688 △7,067

流動資産合計 9,880,318 7,873,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,744,913 1,748,884

減価償却累計額 △594,260 △659,626

建物及び構築物（純額） 1,150,652 1,089,257

機械装置及び運搬具 144,184 197,219

減価償却累計額 △103,122 △121,343

機械装置及び運搬具（純額） 41,062 75,875

土地 1,013,925 1,013,925

その他 66,773 82,978

減価償却累計額 △49,543 △58,905

その他（純額） 17,229 24,073

有形固定資産合計 2,222,869 2,203,131

無形固定資産 13,661 14,145

投資その他の資産   

投資有価証券 10,362 7,141

繰延税金資産 91,520 268

その他 46,420 39,679

投資その他の資産合計 148,302 47,090

固定資産合計 2,384,833 2,264,366

資産合計 12,265,152 10,137,752
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,100,996 1,215,028

短期借入金 700,000 －

未払法人税等 631,796 250,099

未払消費税等 43,994 163,334

前受金 90,915 3,465

賞与引当金 65,576 59,019

役員賞与引当金 21,300 20,000

製品保証引当金 128,991 114,766

その他 117,763 93,123

流動負債合計 4,901,333 1,918,836

固定負債   

役員退職慰労引当金 175,245 108,295

その他 － 8,915

固定負債合計 175,245 117,211

負債合計 5,076,579 2,036,047

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 3,906,058 4,823,688

株主資本合計 7,188,398 8,106,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 174 △4,324

評価・換算差額等合計 174 △4,324

純資産合計 7,188,573 8,101,705

負債純資産合計 12,265,152 10,137,752
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,749,251 9,563,907

売上原価 7,853,035 6,887,652

売上総利益 2,896,215 2,676,254

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  719,791 ※1, ※2  667,698

営業利益 2,176,424 2,008,556

営業外収益   

受取利息 69 968

受取配当金 161 213

助成金収入 5,944 4,511

保険返戻金 7,272 －

その他 4,357 2,994

営業外収益合計 17,805 8,687

営業外費用   

支払利息 5,525 556

コミットメントフィー 7,584 8,407

その他 － 701

営業外費用合計 13,110 9,666

経常利益 2,181,119 2,007,577

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 32,620

特別利益合計 － 32,620

特別損失   

固定資産除却損 ※3  4,456 －

過年度製品保証引当金繰入額 121,345 －

ゴルフ会員権評価損 － 8,521

その他 2,159 －

特別損失合計 127,961 8,521

税金等調整前当期純利益 2,053,158 2,031,676

法人税、住民税及び事業税 984,010 728,189

法人税等調整額 △140,499 205,001

法人税等合計 843,511 933,190

当期純利益 1,209,646 1,098,485
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,684,420 1,684,420

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,684,420 1,684,420

資本剰余金   

前期末残高 1,597,920 1,597,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,597,920 1,597,920

利益剰余金   

前期末残高 2,851,430 3,906,058

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

当期純利益 1,209,646 1,098,485

当期変動額合計 1,054,627 917,630

当期末残高 3,906,058 4,823,688

株主資本合計   

前期末残高 6,133,771 7,188,398

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

当期純利益 1,209,646 1,098,485

当期変動額合計 1,054,627 917,630

当期末残高 7,188,398 8,106,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 537 174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 △363 △4,498

当期末残高 174 △4,324

評価・換算差額等合計   

前期末残高 537 174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 △363 △4,498

当期末残高 174 △4,324

純資産合計   

前期末残高 6,134,308 7,188,573

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

当期純利益 1,209,646 1,098,485

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 1,054,264 913,132

当期末残高 7,188,573 8,101,705
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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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３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 2,053,158 2,031,676

減価償却費 85,467 97,095

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,647 △32,620

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,575 △6,556

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 △1,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） 128,991 △14,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,235 △66,950

受取利息及び受取配当金 △231 △1,181

支払利息 5,525 556

固定資産除却損 4,456 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,758,708 4,045,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,397 2,571,380

仕入債務の増減額（△は減少） △950,038 △1,885,968

未払消費税等の増減額（△は減少） △105,374 119,339

前受金の増減額（△は減少） 85,360 △87,450

その他 △54,059 △31,400

小計 △2,525,044 6,737,690

利息及び配当金の受取額 231 1,181

利息の支払額 △5,363 △718

法人税等の支払額 △733,297 △1,096,010

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,263,473 5,642,142

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 △436,641 △61,876

無形固定資産の取得による支出 △10,527 △1,343

投資有価証券の取得による支出 △1,349 △1,397

貸付金の回収による収入 309 637

その他 6,091 △2,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △442,117 △66,498

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 △700,000

配当金の支払額 △155,019 △180,855

その他 － △2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 544,981 △883,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,160,610 4,692,537

現金及び現金同等物の期首残高 3,693,251 532,640

現金及び現金同等物の期末残高 532,640 5,225,178
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   該当事項はありません。 

         

  

(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】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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  １社

  連結子会社の名称 

  ㈱オー・イー・シー金沢

   当社の子会社は、㈱オー・イ

ー・シー金沢１社であり、非連結

子会社はありません。

(1) 連結子会社の数  １社 

  同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社及び関連会社はありま

せん。

  同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

  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 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結会計年度末の市場価格等

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。)

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    同左

② たな卸資産

 ａ 原材料

   移動平均法による原価法によっ

ております。

② たな卸資産 

 ａ 原材料 

   移動平均法による原価法(収益 

  性の低下による簿価切下げの方 

  法)によっております。

 ｂ 仕掛品

   個別法による原価法によってお

ります。

 ｂ 仕掛品 

   個別法による原価法(収益性の 

  低下による簿価切下げの方法)に 

  よっております。 

  

(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

  定率法によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降に

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。

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

  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(リース資産を除く) 

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

③ ─

   

  

 

  

 

  

④ 長期前払費用

  定額法によっております。

  なお、償却年数については、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。

③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リ 

 ース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残 

 存価額をゼロとして算定する定額 

 法によっております。

④ 長期前払費用

  同左

(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。

① 貸倒引当金 

  同左

② 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるため、

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

③ 役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に充てるため、 

  支給見込額に基づき計上しており 

  ます。

③ 役員賞与引当金 

  同左 

④ 製品保証引当金 

  製品のアフターサービス等に対す 

 る費用の支出に備えるため、過去の 

 支出実績に基づき将来の支出見込額 

 を計上しております。

④ 製品保証引当金 

  同左

⑤ 役員退職慰労引当金 

 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。

⑤ 役員退職慰労引当金 

  同左 

(4) 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) 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 

 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。

消費税等の会計処理 

  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

  同左

６ 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か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。

  同左
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(製品保証引当金の新設)

 従来、売上製品のアフターサービス等に関する費用に

ついては、支出時の費用として処理しておりましたが、

当連結会計年度から過去の支出実績を基準にして算出し

た見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更し

ております。 

 この変更は、過年度の実績データが整備され蓄積され

てきたことから、期間損益のより適切な把握と財政状態

の健全化を図るために実施したものであります。 

 この変更により、従来と同一の基準によった場合に比

べ、売上総利益、営業利益及び経常利益は、それぞれ

7,645千円減少し、税金等調整前当期純利益は、128,991

千円減少しております。

       

(減価償却方法の変更)

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ5,689千円減少しております。

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)

を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。    

 

(リース取引に関する会計基準等の適用) 

 当連結会計年度から、「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。 

 これにより、損益に与える影響はありません。 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）    至 平成21年３月31日）

 ─

(連結貸借対照表関係) 

   財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「原材料」「仕掛

品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「原 材 料」「仕 掛 品」は、そ れ ぞ れ 11,038 千 円、

4,213,151千円であります。

  

(連結損益計算書関係) 

 「ゴルフ会員権評価損」は、前連結会計年度まで特別

損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別

損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度における「ゴルフ会員権評価

損」の金額は2,150千円であります。 

 

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(既存資産の残存簿価の処理方法の変更) 

 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した

期の翌期から、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ1,088千円減少しております。

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当連結会計年度において、機械及び装置の耐用年数に

ついては、法人税法の改正を契機として見直しを行い耐

用年数を変更しております。 

 なお、この変更により、損益に与える影響は軽微であ

ります。 
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(8)【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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３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 3,000,000千円

借入実行残高 700,000 〃

差引額 2,300,000千円

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３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 3,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 3,000,000千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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。

役員報酬 145,410千円

従業員給料手当・賞与 153,747 〃

役員退職慰労引当金繰入額 20,235 〃

賞与引当金繰入額 12,097 〃

役員賞与引当金繰入額 21,300 〃

貸倒引当金繰入額 30,647 〃

※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。

役員報酬 125,700千円

従業員給料手当・賞与 157,609 〃

役員退職慰労引当金繰入額 17,340 〃

賞与引当金繰入額 10,698 〃

役員賞与引当金繰入額 20,000 〃

※２ 研究開発費の総額は13,072千円であり、一般管理

費に計上しております。

※２ 研究開発費の総額は38,394千円であり、一般管理

費に計上しております。

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

構築物 4,420千円

車両運搬具 35 〃

 合 計 4,456千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (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 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

   
  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 51,673 ─ ─ 51,673

決議 株式の種類
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19年6月27日 
定時株主総会

普通株式 155,019 3,000 平成19年3月31日 平成19年6月28日

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20年6月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 180,855 3,500 平成20年3月31日 平成20年6月26日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 51,673 ─ ─ 51,673

決議 株式の種類
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20年6月25日 
定時株主総会

普通株式 180,855 3,500 平成20年3月31日 平成20年6月26日

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21年6月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 180,855 3,500 平成21年3月31日 平成21年6月26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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 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

現金及び預金 532,640千円

 現金及び現金同等物 532,640千円
 

 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

現金及び預金 5,225,178千円

現金及び現金同等物 5,225,178千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

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。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

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。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・中国、韓国、シンガポール  その他・・・欧州 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・中国、シンガポール  その他・・・欧州 

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。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,101,753 23,240 1,124,993

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 10,749,251

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.2 0.2 10.5

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 825,016 56,518 881,534

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 9,563,907

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.6 0.6 9.2
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 (繰延税金資産)

① 流動資産

  賞与引当金 26,897千円

  たな卸資産 59,938 〃

  未払事業税 47,092 〃

  製品保証引当金 52,499 〃

  その他 38,239 〃

② 固定資産

  役員退職慰労引当金 71,324千円

  ゴルフ会員権 17,334 〃

  その他 2,983 〃

    繰延税金資産小計 316,310千円

    評価性引当額 △8,574千円

   繰延税金資産合計 307,735千円

 (繰延税金負債)

  固定負債

  その他有価証券評価差額金 △119千円

   繰延税金負債合計 △119千円

   繰延税金資産の純額 307,615千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

 賞与引当金 24,216千円

 たな卸資産 32,681 〃

 未払事業税 19,693 〃

 製品保証引当金 46,710 〃

 その他 13,682 〃

② 固定資産

 役員退職慰労引当金 44,076千円

 ゴルフ会員権 20,803 〃

 その他 2,030 〃

  繰延税金資産小計 203,894千円

  評価性引当額 △101,160千円

  繰延税金資産合計 102,733千円

(繰延税金負債)

 固定負債

 その他有価証券評価差額金 ─千円

  繰延税金負債合計 ─千円

  繰延税金資産の純額 102,733千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                   (％)  

 法定実効税率           40.7   

  (調整) 

  交際費等永久に損金に算入     1.1 

  されない項目 

  住民税均等割額         0.2 

  評価性引当額の増減       4.5 

  その他            △0.6      

 税効果会計適用後の法人税     45.9 

 等の負担率 
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

  時価のある有価証券 
  

 
  

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

  時価のある有価証券 
  

 
  

(有価証券関係)

その他有価証券
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

① 株式 10,068 10,362 293

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 10,068 10,362 293

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

合計 10,068 10,362 293

その他有価証券
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式 11,466 7,141 △4,324

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 11,466 7,141 △4,324

合計 11,466 7,141 △4,324

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成21年3月期　決算短信

－21－



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

     デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

     デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 

      

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社では、確定給付型の制度として複数事業主によ

る総合設立型厚生年金基金制度に加入しております。 

 また、当社及び連結子会社は、確定拠出型の制度と

して中小企業退職金共済制度に加入しております。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

 (平成19年３月31日現在)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社では、確定給付型の制度として複数事業主によ

る総合設立型厚生年金基金制度に加入しております。 

 また、当社及び連結子会社は、確定拠出型の制度と

して中小企業退職金共済制度に加入しております。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

 (平成20年３月31日現在)

 

年金資産の額 204,221,962千円

年金財政計算上の給付債務の額 197,752,321 〃

差引額 6,469,641千円

  (2)制度全体に占める当社グループの加入人数割合 

 (平成20年３月31日現在) 

                  0.52％ 

(3)補足説明 

  上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上 

 の過去勤務債務残高27,280,499千円及び別途積立金 

 33,750,140千円であります。本制度における過去勤 

 務債務の償却方法は定率方式（償却残余期間11年8 

 月）であり、当社グループは、当期の連結財務諸表 

 上、特別掛金16,899千円を費用処理しております。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担 

 割合とは一致いたしません。

     

２ 退職給付債務に関する事項

  総合設立型厚生年金基金制度については、自社の拠

出に対応する年金資産の額を合理的に計算できないた

め、退職給付債務は記載しておりません。

 

年金資産の額 206,016,601千円

年金財政計算上の給付債務の額 206,841,044 〃

差引額 △824,442千円

  (2)制度全体に占める当社グループの加入人数割合 

 (平成21年３月31日現在) 

                  0.53％ 

(3)補足説明 

  上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上 

 の過去勤務債務残高25,239,450千円及び別途積立金 

 33,750,140千円であります。本制度における過去勤 

 務債務の償却方法は定率方式（償却残余期間10年8 

 月）であり、当社グループは、当期の連結財務諸表 

 上、特別掛金17,263千円を費用処理しております。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担 

 割合とは一致いたしません。

     

２ 退職給付債務に関する事項

  同左

 

            

３ 退職給付費用に関する事項

総合設立型厚生年金基金に対する
拠出額

45,217千円

中小企業退職金共済制度に対する
拠出額

16,270 〃

退職給付費用 61,487千円
 

          

３ 退職給付費用に関する事項

総合設立型厚生年金基金に対する
拠出額

41,848千円

中小企業退職金共済制度に対する
拠出額

17,943 〃

退職給付費用 59,791千円

  （追加情報） 

 当連結会計年度から、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号 平

成19年５月15日)を適用しております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

  

 
  

 リース取引、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため、開示を省略いたします。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 139,116円62銭 １株当たり純資産額 156,787円98銭

 
１株当たり当期純利益 23,409円65銭 １株当たり当期純利益 21,258円41銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。 

項目
前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 7,188,573 8,101,705

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 7,188,573 8,101,705

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数(株)

51,673 51,673

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 1,209,646 1,098,485

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,209,646 1,098,485

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 51,673 51,673

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―            ─ 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 411,625 5,118,421

受取手形 185,014 66,962

売掛金 4,750,918 823,677

原材料 11,038 13,717

仕掛品 4,223,146 1,632,382

前払費用 4,002 4,312

繰延税金資産 204,393 102,722

短期貸付金 ※1  100,000 ※1  100,000

その他 7,094 4,977

貸倒引当金 △40,420 △7,700

流動資産合計 9,856,814 7,859,473

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,494,032 1,498,003

減価償却累計額 △402,332 △462,524

建物（純額） 1,091,700 1,035,478

構築物 5,300 5,300

減価償却累計額 △4,682 △4,793

構築物（純額） 617 506

機械及び装置 61,331 114,366

減価償却累計額 △23,705 △41,062

機械及び装置（純額） 37,626 73,304

車両運搬具 2,530 2,530

減価償却累計額 △2,389 △2,434

車両運搬具（純額） 140 95

工具、器具及び備品 41,576 46,987

減価償却累計額 △26,646 △33,716

工具、器具及び備品（純額） 14,930 13,270

リース資産 － 9,527

減価償却累計額 － △1,557

リース資産（純額） － 7,970

土地 915,195 915,195

有形固定資産合計 2,060,210 2,045,821

無形固定資産   

ソフトウエア 10,143 8,597

電話加入権 851 851

その他 942 2,555

無形固定資産合計 11,937 12,003

投資その他の資産   

投資有価証券 10,362 7,141

関係会社株式 69,994 69,994

従業員に対する長期貸付金 637 －

長期前払費用 100 －

繰延税金資産 91,520 268

ゴルフ会員権 22,621 14,100

その他 22,817 25,335

投資その他の資産合計 218,053 116,840

固定資産合計 2,290,200 2,174,665

資産合計 12,147,015 10,034,139
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,940,147 1,167,622

買掛金 ※1  168,143 ※1  67,737

短期借入金 700,000 －

未払費用 ※1  82,780 ※1  57,390

未払法人税等 619,397 249,856

未払配当金 1,852 8,498

未払消費税等 38,273 163,031

前受金 90,915 3,465

預り金 13,829 12,702

賞与引当金 49,576 44,019

役員賞与引当金 21,000 20,000

製品保証引当金 128,991 114,766

その他 － 2,963

流動負債合計 4,854,907 1,912,055

固定負債   

役員退職慰労引当金 175,245 108,295

その他 － 7,330

固定負債合計 175,245 115,626

負債合計 5,030,153 2,027,681

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,684,420 1,684,420

資本剰余金   

資本準備金 1,597,920 1,597,920

資本剰余金合計 1,597,920 1,597,920

利益剰余金   

利益準備金 12,000 12,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,510,000 3,360,000

繰越利益剰余金 1,312,347 1,356,441

利益剰余金合計 3,834,347 4,728,441

株主資本合計 7,116,687 8,010,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 174 △4,324

評価・換算差額等合計 174 △4,324

純資産合計 7,116,861 8,006,457

負債純資産合計 12,147,015 10,034,139
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,749,251 9,563,907

売上原価 7,906,720 6,912,692

売上総利益 2,842,531 2,651,215

販売費及び一般管理費   

販売手数料 80 －

保証修理費 12,267 10,677

役員報酬 136,740 118,500

給料及び手当 125,421 130,219

賞与 18,259 17,371

賞与引当金繰入額 11,777 10,290

役員賞与引当金繰入額 21,000 20,000

役員退職慰労引当金繰入額 20,235 17,340

法定福利費 31,610 33,842

旅費及び交通費 32,409 28,520

交際費 17,417 12,733

租税公課 26,834 21,854

賃借料 15,503 15,991

研究開発費 ※1  13,072 ※1  38,394

減価償却費 19,616 26,500

貸倒引当金繰入額 30,820 －

支払手数料 31,877 23,244

その他 116,489 110,188

販売費及び一般管理費合計 681,432 635,670

営業利益 2,161,098 2,015,545

営業外収益   

受取利息 ※2  2,583 ※2  2,775

受取配当金 161 213

助成金収入 5,944 3,911

保険返戻金 7,272 －

その他 2,562 2,299

営業外収益合計 18,523 9,198

営業外費用   

支払利息 5,525 556

コミットメントフィー 7,584 8,407

営業外費用合計 13,110 8,964

経常利益 2,166,512 2,015,779

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 32,720

特別利益合計 － 32,720

特別損失   

固定資産除却損 ※3  4,420 －

過年度製品保証引当金繰入額 121,345 －

関係会社支援損 － 44,000

ゴルフ会員権評価損 － 8,521

その他 2,150 －

特別損失合計 127,916 52,521

税引前当期純利益 2,038,596 1,995,978

法人税、住民税及び事業税 972,010 727,986

法人税等調整額 △128,569 193,042

法人税等合計 843,441 921,028

当期純利益 1,195,155 1,074,949
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,684,420 1,684,420

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,684,420 1,684,420

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,597,920 1,597,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,597,920 1,597,920

資本剰余金合計   

前期末残高 1,597,920 1,597,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,597,920 1,597,920

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,000 12,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,000 12,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,660,000 2,510,000

当期変動額   

別途積立金の積立 850,000 850,000

当期変動額合計 850,000 850,000

当期末残高 2,510,000 3,360,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,122,211 1,312,347

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

別途積立金の積立 △850,000 △850,000

当期純利益 1,195,155 1,074,949

当期変動額合計 190,136 44,094

当期末残高 1,312,347 1,356,441

利益剰余金合計   

前期末残高 2,794,211 3,834,347

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,195,155 1,074,949

当期変動額合計 1,040,136 894,094

当期末残高 3,834,347 4,728,441
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 6,076,551 7,116,687

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

当期純利益 1,195,155 1,074,949

当期変動額合計 1,040,136 894,094

当期末残高 7,116,687 8,010,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 537 174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 △363 △4,498

当期末残高 174 △4,324

評価・換算差額等合計   

前期末残高 537 174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 △363 △4,498

当期末残高 174 △4,324

純資産合計   

前期末残高 6,077,088 7,116,861

当期変動額   

剰余金の配当 △155,019 △180,855

当期純利益 1,195,155 1,074,949

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 △4,498

当期変動額合計 1,039,772 889,595

当期末残高 7,116,861 8,006,457
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   該当事項はありません。 

     

  

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

  移動平均法による原価法によって

おります。

(1) 子会社株式 

  同左

(2) 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) その他有価証券

  時価のあるもの

   同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 原材料

  移動平均法による原価法によって

おります。

(1) 原材料 

  移動平均法による原価法(収益性 

 の低下による簿価切下げの方法)に 

 よっております。

(2) 仕掛品

  個別法による原価法によっており

ます。

  

(2) 仕掛品 

  個別法による原価法(収益性の低 

 下による簿価切下げの方法)によっ 

 ております。

 

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降に

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。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

  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(リース資産を除く) 

  同左

(3) ─

  

  

(3) リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リ 

 ース取引に係るリース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残 

  存価額をゼロとして算定する定額 

 法によっております。

(4) 長期前払費用

  定額法によっております。 

 なお、償却年数については、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。

(4) 長期前払費用 

    同左

 

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成21年3月期　決算短信

－30－



 
  

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 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。

(2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

  同左

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金

  同左

(3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支給に充てるため、 

 支給見込額に基づき計上しており 

 ます。

(3) 役員賞与引当金

  同左

(4) 製品保証引当金 

 製品のアフターサービス等に対す

る費用の支出に備えるため、過去の

支出実績に基づき将来の支出見込額

を計上しております。

(4) 製品保証引当金 

 同左

(5) 役員退職慰労引当金

  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。

(5) 役員退職慰労引当金 

 同左

５ 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。

  ─

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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。

 消費税等の会計処理   

  同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(製品保証引当金の新設)

 従来、売上製品のアフターサービス等に関する費用に

ついては、支出時の費用として処理しておりましたが、

当事業年度から過去の支出実績を基準にして算出した見

積額を製品保証引当金として計上する方法に変更してお

ります。 

 この変更は、過年度の実績データが整備され蓄積され

てきたことから、期間損益のより適切な把握と財政状態

の健全化を図るために実施したものであります。 

 この変更により、従来と同一の基準によった場合に比

べ、売上総利益、営業利益及び経常利益は、それぞれ

7,645千円減少し、税引前当期純利益は、128,991千円減

少しております。

    

(減価償却方法の変更)

 法人税法の改正に伴い、当事業年度から平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ5,603千円減少しております。

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 当事業年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を

適用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。   

 

(リース取引に関する会計基準等の適用) 

 当事業年度から、「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。 

 これにより、損益に与える影響はありません。    
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【表示方法の変更】

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）    至 平成21年３月31日）

─ (損益計算書関係) 

 「ゴルフ会員権評価損」は、前事業年度まで特別損失

の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しておりま

す。 

 なお、前事業年度における「ゴルフ会員権評価損」の

金額は、2,150千円であります。

【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(既存資産の残存簿価の処理方法の変更) 

 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した期の

翌期から、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ100千円減少しております。

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当事業年度において、機械及び装置の耐用年数につい

ては、法人税法の改正を契機として見直しを行い耐用年

数を変更しております。 

 なお、この変更により、損益に与える影響は軽微であ

ります。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
  
   該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記した以外で各科目に含まれている主なも

のは次のとおりであります。

短期貸付金 100,000千円

買掛金
未払費用

7,294 〃
1,207 〃

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記した以外で各科目に含まれている主なも

のは次のとおりであります。

短期貸付金 100,000千円

買掛金
未払費用

20,331 〃
580 〃

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業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 3,000,000千円

借入実行残高 700,000 〃

差引額 2,300,000千円

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業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 3,000,000千円

借入実行残高 ─ 〃

差引額 3,000,000千円

 ３ 配当制限

   平成19年２月21日締結の貸出コミットメント契約

により、当社の各年度の決算期末日における単体及

び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、

その直前の決算期末日又は平成18年９月に終了する

中間期の末日における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること

を確約しております。

 ３ 配当制限

   同左

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 研究開発費の総額は13,072千円であり、一般管理

費に計上しております。

※１ 研究開発費の総額は38,394千円であり、一般管理

費に計上しております。

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息 2,526千円

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取利息 1,815千円

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

    構築物                    4,420千円  

(株主資本等変動計算書関係)
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前事業年度(平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

 
  

  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

未払事業税 46,048千円

賞与引当金 20,177 〃

仕掛品 59,938 〃

製品保証引当金 52,499 〃

その他 25,730 〃

② 固定資産

役員退職慰労引当金 71,324千円

ゴルフ会員権 17,334 〃

その他 2,979 〃

繰延税金資産合計 296,033千円

 (繰延税金負債)

  固定負債

その他有価証券評価差額金 △119千円

繰延税金負債合計 △119千円

繰延税金資産の純額 295,913千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

未払事業税 19,693千円

賞与引当金 17,916 〃

仕掛品 25,551 〃

製品保証引当金 46,710 〃

その他 18,403 〃

② 固定資産

役員退職慰労引当金 44,076千円

ゴルフ会員権 20,803 〃

その他 2,028 〃

繰延税金資産小計 195,182 〃

評価性引当額 △92,191 〃

繰延税金資産合計 102,991千円

(繰延税金負債)

 固定負債

その他有価証券評価差額金 ─千円

繰延税金負債合計 ─千円

繰延税金資産の純額 102,991千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                (％) 

  法定実効税率          40.7 

    （調整） 

   交際費等永久に損金に算入    1.1 

   されない項目 

   住民税均等割額                 0.2 

   評価性引当額の増減       4.6  

   その他                       △0.5       

  税効果会計適用後の法人税        46.1 

  等の負担率 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

  

 
  

 リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた
め、開示を省略いたします。 

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 137,728円83銭 １株当たり純資産額 154,944円71銭

 
１株当たり当期純利益 23,129円20銭 １株当たり当期純利益 20,802円93銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在していないため記載しておりま

せん。

項目
前事業年度末 当事業年度末

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 7,116,861 8,006,457

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ─ ─

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 7,116,861 8,006,457

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数(株)

51,673 51,673

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 1,195,155 1,074,949

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,195,155 1,074,949

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 51,673 51,673

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―           ─  
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① 代表者の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

   

当連結会計年度における生産実績、受注実績及び販売実績は次のとおりであります。  

  なお、当社グループは、単一の事業形態でありますので、製品区分別に記載しております。  

  ① 生産実績  

 
   （注）１ 金額は、販売価格によっております。  

        ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

   

 ② 受注実績  

 
   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ③ 販売実績  

 
     （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

製品区分

前連結会計年度 当連結会計年度

   (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日)

生産高(千円) 生産高(千円)

FPD関連装置 9,536,199 4,244,734

半導体関連装置他 1,472,406 1,555,472

合計 11,008,605 5,800,207

製品区分

前連結会計年度 当連結会計年度

   (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日)

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円)

FPD関連装置 6,589,286 6,988,156 2,847,379 1,849,484

半導体関連装置他 1,543,425 867,393 1,236,518 526,056

合計 8,132,711 7,855,550 4,083,898 2,375,540

製品区分

前連結会計年度 当連結会計年度

   (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

    至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日)

販売高(千円) 販売高(千円)

FPD関連装置 9,599,607 7,986,051

半導体関連装置他 1,149,643 1,577,855

合計 10,749,251 9,563,907
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