
平成22年12月期 第1四半期決算短信 

平成22年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 大日光・エンジニアリング 上場取引所 JQ 
コード番号 6635 URL http://www.dne.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山口 侑男

問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長兼務経営企画室長 （氏名） 為崎 靖夫 TEL 0288-26-3930
四半期報告書提出予定日 平成22年5月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第1四半期 8,240 34.3 243 ― 208 ― 121 ―

21年12月期第1四半期 6,135 ― △120 ― △160 ― △190 ―

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

22年12月期第1四半期 45.18 ―

21年12月期第1四半期 △70.44 ―

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

22年12月期第1四半期 20,154 2,308 11.2 838.03
21年12月期 20,271 2,084 10.1 757.15

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,262百万円 21年12月期  2,044百万円

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

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

21年12月期 ― 0.00 ― 8.50 8.50

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 8.50 8.50

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

17,754 46.4 132 ― 61 ― 10 ― 3.94

通期 33,895 18.0 255 ― 136 ― 47 ― 17.45
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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）  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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

上記の業績予想は、現時点において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因を前提としております。従って、実際の業績は内外の状況によ
り異なる結果となる場合がありますのでご承知おきください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 2,700,000株 21年12月期  2,700,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  77株 21年12月期  77株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 2,699,923株 21年12月期第1四半期 2,699,923株
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  当第１四半期連結会計期間における世界経済は、一昨年秋の米国金融危機に端を発して長引く世界的な景気落込み

がようやく底打ちして穏やかな回復が見られてきたものの、米国においては景気刺激策による回復基調も一進一退で

遅々としており、雇用環境は依然として深刻な状況であり、また、欧州におけるギリシャ危機の周辺諸国への波及不

安等、本格的な回復に至るには依然道半ばといった不透明要因をかかえた状況にあります。  

  日本経済は、不況からの立ち直りが早かったアジア、特に中国を中心とした需要に伴う輸出増や、景気刺激策によ

る消費持ち直し機運などから少しずつ回復感が出てまいりましたが、雇用環境は新規採用抑制が続く等先行き不透明

で本格回復に至ったとは言い切れない状況であります。 

 このような経営環境の下、当第１四半期連結会計期間の経営成績は下記のとおりとなりました。 

 日本は、電子部品実装部門において、アミューズメント機器用が年度初から堅調な受注を確保いたしており、情報

通信機器用、半導体製造装置用基板実装も景気回復基調に伴い、穏やかながら需要が回復しつつあります。機構組立

部門においては、昨年度下半期に続いて一眼レフを中心とするデジカメ市場需要から、レンズ組立受注が安定推移い

たしております。 

 アジアは、電子部品実装部門において、香港・中国深圳子会社が、景気底入れに伴う在庫調整が一段落した主力販

売先からの受注開始に伴い、レーザービームプリンター用、情報通信機器用が回復してきたこと、中国無錫子会社に

おいても、昨年来のレンズ組立事業が安定して電子部品実装部門とともに事業の二本柱として本格化してきておりま

す。 

 以上の結果、連結売上高は8,240百万円（前年同期比34.3％増加）となりました。 

 また、香港・中国深圳子会社において、人員体制、生産設備見直し及び原材料発注体制効率化等を中心とする生産

革新に鋭意取組んできた成果が、主力事業である情報通信機器用基板実装の需要回復に相まって収支改善につながっ

てきております。海外、日本ともグループ全体で従来の生産・部材調達体制を全面的に見直し、製造経費、販売費及

び一般管理費削減などに取り組んできました合理化策が効果を表し、連結営業利益は243百万円（前年同期は120百万

円の営業損失）となりました。 

 営業外収支は、前年同期に発生した社債発行費が、当第１四半期連結会計期間では発生しなかったこと等により改

善いたしました。 

 この結果、連結経常利益は208百万円（前年同期は160百万円の経常損失）となりました。これに法人税等及び少数

株主利益等を加減した結果、連結四半期純利益は121百万円（前期は190百万円の純損失）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は20,154百万円(前連結会計年度末比117百万円減)となりました。  

 流動資産は、受取手形及び売掛金が増加した一方、現金及び預金が減少したこと等により、15,619百万円(前連結

会計年度末比234百万円減)となりました。  

 固定資産は、土地及び建物の取得等により4,534百万円(前連結会計年度末比116百万円増)となりました。 

  当第１四半期連結会計期間末における負債は17,845百万円(前連結会計年度末比341百万円減)となりました。  

 流動負債は、支払手形及び買掛金が減少したこと等により、12,777百万円(前連結会計年度末比198百万円減)とな

りました。  

 固定負債は、長期借入金の返済等により、5,067百万円(前連結会計年度末比143百万円減)となりました。  

 純資産合計は、株主資本が増加したことにより2,308百万円(前連結会計年度末比223百万円増)となりました。  

  (キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期連結会計期間末における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419百万円減少し、2,685百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  営業活動の結果使用した資金は163百万円(前年同期は655百万円の獲得)となりました。 

  税金等調整前四半期純利益208百万円、減価償却費143百万円及び売上債権の減少21百万円があった一方、仕入 

 債務の減少343百万円及びたな卸資産の増加223百万円があったこと等によるものであります。 

② 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185百万円(前年同期比131百万円増)となりました。 

  有形固定資産の取得による支出182百万円があったこと等によるものであります。 

③ 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87百万円(前年同期比228百万円減)となりました。 

  短期借入金の純増268百万円があった一方、長期借入金の純減197百万円、社債の償還142百万円及び配当金の支 

  払15百万円があったこと等によるものであります。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年12月期の連結業績予想について、当第１四半期の連結業績が前年同期と比較し増収増益となりましたが、

ギリシャ問題から世界的に株式・為替市場の動向がきわめて不安定な状況にあり、今後の実需に及ぼす影響も不透明

なため、現時点では当初計画どおりに据え置いております。よって、平成22年２月12日付け決算短信で公表いたしま

した第２四半期及び通期業績予想による数字について現時点での変更はございません。 

  

   

該当事項はありません。  

  

  

① たな卸資産の実地棚卸の省略 

 前連結会計年度末に係る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。 

    ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,695,313 3,114,458

受取手形及び売掛金 6,903,118 6,854,618

商品及び製品 626,415 712,780

仕掛品 387,667 261,609

原材料及び貯蔵品 4,553,233 4,305,311

繰延税金資産 27,814 12,890

その他 426,648 592,546

貸倒引当金 △554 △554

流動資産合計 15,619,656 15,853,660

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,025,735 2,909,489

減価償却累計額 △1,810,939 △1,780,938

建物及び構築物（純額） 1,214,795 1,128,551

機械装置及び運搬具 4,661,339 4,571,836

減価償却累計額 △2,600,400 △2,464,916

機械装置及び運搬具（純額） 2,060,938 2,106,920

土地 185,568 150,198

その他 610,244 606,773

減価償却累計額 △369,771 △355,366

その他（純額） 240,472 251,406

有形固定資産合計 3,701,775 3,637,077

無形固定資産 101,823 102,303

投資その他の資産   

投資有価証券 275,851 225,880

保険積立金 367,750 363,837

繰延税金資産 25,790 25,649

その他 96,453 98,111

貸倒引当金 △34,662 △34,662

投資その他の資産合計 731,183 678,816

固定資産合計 4,534,782 4,418,197

資産合計 20,154,438 20,271,857
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,098,054 6,350,476

短期借入金 3,400,751 3,092,918

1年内返済予定の長期借入金 2,080,435 2,229,048

1年内償還予定の社債 424,000 476,500

未払法人税等 76,984 31,889

賞与引当金 22,200 －

その他 675,468 795,186

流動負債合計 12,777,894 12,976,018

固定負債   

社債 362,000 451,500

長期借入金 4,682,461 4,731,642

繰延税金負債 2,001 2,326

退職給付引当金 7,911 11,116

その他 13,529 14,585

固定負債合計 5,067,903 5,211,170

負債合計 17,845,797 18,187,188

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,300 856,300

資本剰余金 563,300 563,300

利益剰余金 1,083,591 984,546

自己株式 △50 △50

株主資本合計 2,503,141 2,404,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,212 △50,099

繰延ヘッジ損益 △332 △343

為替換算調整勘定 △232,983 △309,394

評価・換算差額等合計 △240,528 △359,837

少数株主持分 46,028 40,410

純資産合計 2,308,640 2,084,668

負債純資産合計 20,154,438 20,271,857
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,135,610 8,240,856

売上原価 5,939,688 7,647,120

売上総利益 195,922 593,736

販売費及び一般管理費 316,820 349,898

営業利益又は営業損失（△） △120,898 243,837

営業外収益   

受取利息 1,909 767

受取配当金 1,564 1,556

その他 15,916 21,612

営業外収益合計 19,391 23,936

営業外費用   

支払利息 39,965 42,656

その他 19,514 16,145

営業外費用合計 59,480 58,801

経常利益又は経常損失（△） △160,987 208,972

特別利益   

投資有価証券売却益 8,321 －

特別利益合計 8,321 －

特別損失   

固定資産除却損 － 98

減損損失 32,050 －

特別損失合計 32,050 98

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△184,716 208,874

法人税等 6,920 81,261

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,458 5,617

四半期純利益又は四半期純損失（△） △190,179 121,994
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△184,716 208,874

減価償却費 167,370 143,389

受取利息及び受取配当金 △3,474 △2,324

支払利息 39,965 42,656

社債発行費 4,374 －

為替差損益（△は益） 12,291 4,147

固定資産除却損 － 98

減損損失 32,050 －

売上債権の増減額（△は増加） 645,935 21,739

たな卸資産の増減額（△は増加） 715,238 △223,522

仕入債務の増減額（△は減少） △988,509 △343,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,000 22,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △538 △3,205

投資有価証券売却損益（△は益） △8,321 －

未収消費税等の増減額（△は増加） 166,892 73,117

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,848 △6,474

その他 54,860 △26,471

小計 680,266 △88,865

利息及び配当金の受取額 3,467 2,776

利息の支払額 △40,827 △42,061

法人税等の支払額 △46,150 △35,700

法人税等の還付額 59,030 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 655,785 △163,850

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △52,661 △182,708

無形固定資産の取得による支出 △185 △218

投資有価証券の取得による支出 △30,635 △793

投資有価証券の売却による収入 49,342 －

その他 △10,051 △1,578

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,191 △185,299

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） △299,507 268,755

長期借入れによる収入 380,000 360,000

長期借入金の返済による支出 △593,624 △557,793

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △79,500 △142,000

配当金の支払額 △17,169 △15,967

その他 △6,179 △608

財務活動によるキャッシュ・フロー △315,981 △87,614

現金及び現金同等物に係る換算差額 62,040 17,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 347,652 △419,145

現金及び現金同等物の期首残高 1,749,215 3,104,458

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,096,868 2,685,313
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 該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 電子部品受託加工事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 電子部品受託加工事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22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．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、台湾、ベトナム等 

    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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〕

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  2,508,601  3,627,009  6,135,610  －  6,135,610

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 577,585  248,653  826,239  (826,239)  －

計  3,086,187  3,875,662  6,961,849  (826,239)    6,135,610

営業利益又は営業損失(△)  66,646  △149,363  △82,716  (38,181)    △120,898

  
日本

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  3,555,596  4,685,259  8,240,856  －  8,240,856

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,071,704  448,082  1,519,787  (1,519,787)  －

計  4,627,300  5,133,342  9,760,643  (1,519,787)  8,240,856

営業利益又は営業損失(△)  316,350  △19,802  296,547  (52,709)  243,837
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22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．各区分に属する国又は地域の内訳 

アジア…中国、台湾、ベトナム等 

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。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

  

  

該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,213,881  3,213,881

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  6,135,610

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 52.4  52.4

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,685,259  4,685,259

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  8,240,856

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 56.9  56.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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