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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 3,801 16.4 169 ― 184 ― 141 ―
22年3月期 3,264 △65.9 △518 ― △473 ― △537 ―

（注）包括利益 23年3月期 139百万円 （―％） 22年3月期 △535百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 2,744.80 ― 1.9 2.2 4.4
22年3月期 △10,399.56 ― △6.9 △5.2 △15.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 8,321 7,421 89.2 143,622.04
22年3月期 8,116 7,385 91.0 142,925.58

（参考） 自己資本   23年3月期  7,421百万円 22年3月期  7,385百万円

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

23年3月期 △1,177 1,959 △107 3,302
22年3月期 △410 △2,002 △184 2,628

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 103 ― 1.3
23年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00 129 91.1 1.7
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 449.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 2,000 29.9 △40 ― △40 ― △48 ― △928.92
通期 5,000 31.5 40 △76.3 40 △78.3 23 △83.8 445.11



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 51,673 株 22年3月期 51,673 株
② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 51,673 株 22年3月期 51,673 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 3,801 16.4 181 ― 190 ― 175 ―
22年3月期 3,264 △65.9 △486 ― △467 ― △531 ―

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

23年3月期 3,387.31 ―
22年3月期 △10,286.68 ―

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

23年3月期 8,273 7,365 89.0 142,534.15
22年3月期 8,066 7,295 90.4 141,195.18

（参考） 自己資本 23年3月期  7,365百万円 22年3月期  7,295百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現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。実際の業績等は、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、業績予想の見通しについては、添
付資料P.2「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

   当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景とした輸出の増加などに支えられ、企業業績は緩

  やかな回復基調で推移しました。しかし、政府の景気刺激策の一巡による反動減や長引くデフレの影響などもあり、

  景気の先行きに対する不透明感を引き続き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は、フラットパネルテレビや半導体関連な

  どにおいても設備投資の抑制の影響が大きい状況のもとで推移いたしました。 

   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）実装技術の更なる強化と

  コスト削減活動を推進し、製品競争力の向上を図るとともに、ＬＥＤ照明やフィルム材関連などの新規の商談にも積

  極的に取り組んでまいりました。   

   当連結会計年度の売上高は、新規市場対応の取組みが当期の十分な成果に結び付かなかったものの全体では38億１

  百万円（前連結会計年度比16.4％増）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、フラットパネルテレビなどの

  設備投資により31億７千３百万円（前連結会計年度比26.7％増）となり、また、半導体関連装置他では、引き続き設

  備投資抑制の影響が大きく、６億２千７百万円（前連結会計年度比17.5％減）となりました。   

   利益面におきましては、経費削減、コスト削減を推進し、営業利益は１億６千９百万円（前連結会計年度は営業損

  失５億１千８百万円）、経常利益は１億８千４百万円（前連結会計年度は経常損失４億７千３百万円）、当期純利益

  は１億４千１百万円（前連結会計年度は当期純損失５億３千７百万円）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継続的な受注活動と併せて、

  タッチパネルやＬＥＤ照明関連などの新規顧客に対する受注活動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、営業利益は４千万円、経常利益は４千万円、当期純利益は２千３百万円の見通しとしております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

   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、38億１百万円で前連結会計年度比５億３千６百万円増加し、当連結会計年度末の売

   上債権は、前連結会計年度末比16億６千１百万円増加しております。 

    また、たな卸資産については、前連結会計年度末比９千５百万円増加し、仕入債務も前連結会計年度末比１億４

   千２百万円増加しております。 

    これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ２億５百万円増加の83億２千１百万円に、負債は前連結会計年

   度末比１億６千９百万円増加の９億円に、純資産は前連結会計年度末比３千５百万円増加の74億２千１百万円とな

   り、自己資本比率は91.0％から89.2％へと減少しております。 

  

１．経営成績
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    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 33億  ２百万円（前連結会計年度末比 13億２千５百万円減） 

      売上債権   22億１千６百万円（前連結会計年度末比 16億６千１百万円増） 

      たな卸資産  ６億５千４百万円（前連結会計年度末比   ９千５百万円増） 

      有形固定資産 20億６千万円  （前連結会計年度末比   ４千万円減） 

      総資産     83億２千１百万円（前連結会計年度末比 ２億５百万円増） 

  

      仕入債務   ６億６千万円  （前連結会計年度末比 １億４千２百万円増） 

      純資産    74億２千１百万円（前連結会計年度末比   ３千５百万円増） 

      自己資本比率   89.2%    （前連結会計年度末比  1.8ポイント減） 

   

    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６億７千４百万円増加し、33億２百万円となりました。  

      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、使用した資金は11億７千７百万円(前連結会計年度は４億１千万円の支出)となりました。 

    これは、主に税金等調整前当期純利益１億５千３百万円に対し、売上債権の増加16億６千１百万円、たな卸資産

    の増加９千５百万円、仕入債務の増加１億４千２百万円等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、獲得した資金は19億５千９百万円(前連結会計年度は20億２百万円の支出)となりました。 

    これは主に定期預金の純減少額20億円等によるものであります。  

    （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１億７百万円(前連結会計年度は１億８千４百万円の支出)となりました。 

    これは主に配当金の支払による支出１億４百万円等であります。 

  

    （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 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。  

    ３ 平成20年3月期、平成22年3月期及び平成23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。  

    ４ 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。  

    ５ 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。 

   

  

   平成19年3月期  平成20年3月期  平成21年3月期  平成22年3月期  平成23年3月期 

 自己資本比率(％)  55.0 58.6 79.9 91.0 89.2

 時価ベースの自己資本比率(％)   185.8 75.4 46.8 57.4 54.9

 債務償還年数(年)  －  －  － － － 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  －  －  7,848.6 － － 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   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。 

   中間配当については取締役会が、期末配当については株主総会が決定機関であります。 

   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2,500円とする予定です。

   また、内部留保については、経営体質の強化及び設備投資等、将来の事業展開に備えることとしております。 

 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。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループが製品を提供しているＦＰＤ業界やＩＣカードやＩＣタグなどの半導体業界は、技術革新、競争が非

常に激しく、将来の事業環境を予測するのは困難であります。上記事業戦略とも関連し、当社グループが認識してい

る、現在及び将来の業績や財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因を、以下に記載いたします。 

 なお、本項中の記載内容については、当連結会計年度末現在において、当社が判断したものであります。 

  

① 事業環境について 

(イ) 市場環境の変化による、失注、受注取消しの可能性 

 当社グループの関連するＦＰＤ業界は、液晶ディスプレイ市場のクリスタルサイクルに代表されるように、需

要と供給のバランスに依存した市場規模の拡大・縮小の現象も存在するため、それらに対する対応が必要になる

ことも予想されます。 

 また、大型薄型テレビ向けに現在製品化されている液晶ディスプレイやプラズマディスプレイパネルに加えて

有機ＥＬ等、新しい技術、方式による製品の展開も積極的に推進しております。当社は、このいずれの方式にも

対応できますが、多様な製品が登場することで競争が激化し、顧客企業の優勝劣敗が進んだ場合は、失注や受注

取消し等により当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。 

  

(ロ) カントリーリスク等、海外市場環境の影響 

 当社グループの海外向け販売は、原則邦貨建て取引としており、為替レートの変動による直接的な影響を受け

にくい体質となっております。しかし、急激な為替変動や政治的緊張等により、現在当社グループの主要な輸出

先である中国、台湾等の経済状況が変化した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

(ハ) 金融市場、資材価格変動等による影響 

 当社グループの製品受注は、ＦＰＤパネル製造のモジュール工程を一括ライン受注するなど、大型となる傾向

にあります。このため、納期の長期化、仕掛り在庫の増加に伴う資金調達が課題であり、金利が上昇した場合

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、原油や素材等の価格高騰が続いた場合は、当社グループの製品を構成する主要部品の価格上昇や、調達

遅延の生じる可能性があります。このような場合、当社グループの製品原価の上昇や納期遅延につながり、当社

グループの業務推進や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ニ) 特定顧客への売上の依存 

 当社グループの事業はＦＰＤ関連装置の中でも、とりわけ大型薄型テレビ向けの実装装置が主力となってお

り、特定の顧客に対する売上の依存が高くなっております。現在、これらの顧客との関係は円満な状況にあり、

当社グループは今後も安定的な取引関係の維持・継続に努めていく方針であります。しかしながら、今後これら

の顧客企業の経営戦略や事業方針の転換で、契約が解約された場合や、契約条件が変更された場合などには、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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② 新製品開発、事業の拡大について 

(イ) 新規分野への展開 

 現在の当社グループ製品の中核はＦＰＤ関連装置でありますが、事業の拡大のためＩＣカード、ＩＣタグを含

む半導体分野など、新規分野の製品を育成しております。このためには研究開発力や技術力の向上が必要となり

ますが、一方では、新規分野の顧客が何を望んでいるかの情報の収集も重要であります。当社グループの強み

は、顧客の要望を具現化するカスタマイズ製品を提供できる点にあると考えており、これにより顧客情報を収集

するノウハウを蓄積してまいりました。しかし、今後の新規分野においては、的確かつ競争力のある製品を、タ

イムリーに上市できる保証はなく、魅力のある製品を創出できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

(ロ) 技術力の向上、技術者の確保 

 当社グループが提供する実装装置は、技術革新の激しいデジタル製品の製造工程で使用されているため、技術

力の向上が重要となります。当社グループは機械・電気の設計技術力が も重要な会社資産と考え、技術者を当

社グループ従業員中心にまかなってまいりました。今後も、現在在籍している技術者の技術力向上は勿論、高い

能力を有する技術者の新規採用も重要な課題として取り組んでまいります。 

 しかし、優秀な技術者を十分かつ適時に確保ができなかった場合、及び社内の有能な技術者が流出してしまっ

た場合には、今後の事業展開に制約を受けることとなり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ハ) 生産体制の整備 

 当社グループの製造・組立部門では、外注委託業者からの人員を受け入れることで生産のアップダウンに対応

し、固定費の削減を図っております。当社グループが取り扱う製品の多くがカスタマイズ製品であるため定型的

な作業とはならず、また、組立後の調整まで担当するため、装置全体の仕組みを理解するスキルが求められま

す。現在は、外注委託業者からスキルのある人員を受入れ、技術指導の強化によるスキルの維持・向上を図って

おります。このように、製造・組立のスキルあるエンジニアの確保が必要かつ十分に確保できない場合は、業務

遂行に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ニ) 製品品質、納期 

 当社グループは一部の標準製品を除き、顧客の仕様に沿う形でカスタマイズ製品を提供しております。当社は

ISO9001の認証取得を通じ、品質保証体制の充実を図ってまいりましたが、当社グループの製品は顧客仕様に基

づくカスタマイズ製品であり、高い精度が要求されるため、予期せぬ不具合や設計変更等により、納期の遅延や

手直し等が伴うことがあります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 人材の確保について 

 当社グループの将来の事業の拡大に備え、業務効率向上による適正な人員配置を行いつつも、採用活動により人

員増強を推し進める必要があります。しかし、人員増強が順調に進まない場合や、特定の役職員の社外流出などが

あった場合などには、業務運営に支障が生じ、当社グループの事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

④ 財政状態について 

(イ) 製品の長納期化 

 当社グループの事業はカスタマイズ製品の製造・販売であり、顧客の要望を具現化するための設計に時間を要

します。さらに、ＦＰＤパネル製造のモジュール工程を一括ライン受注することも多く、設計・製造から据付・

立上げまでの期間が長くなる傾向にあります。平均的には受注から納入まで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。 

 受注から売上債権の回収までが長期化する一方で、仕入債務の支払は調達の都度発生するため、運転資金の確

保が重要な課題であります。このため、大型物件の契約条件によっては、当社グループのキャッシュ・フロー、

財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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(ロ) 財政状況 

 当社グループの平成23年３月期の自己資本比率は89.2％、借入金依存率は0.0％となっております。しかしな

がら、製品の長納期化等により運転資金を借り入れることが必要となることもあり、金利動向等金融情勢が変化

した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、これに対処するためコミットメントライン契約を締結しておりますが、経営上の重要な契約等に記載す

るような制限条項が付されており、当社グループの財政状態によっては資金需要に対応できなくなる可能性があ

ります。 

  

⑤ その他のリスク 

 当社の生産設備は、埼玉県入間市に集中所在しております。この地域において当社の想定を超える地震等の自然

災害が発生し、工場の生産能力が減少若しくはなくなった場合には、当社グループの事業の推進に直接影響を及ぼ

す可能性があります。その他、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、

金融・株式市場、仕入先の供給体制等によって、事業の推進及び業績に影響が生じる可能性があります。 

   

  

当社の親会社は大崎電気工業㈱であり、主に電気機械器具製造業を営んでおります。 

 なお、当社との営業取引はありません。 

 連結子会社の㈱オー・イー・シー金沢は製造の一部を担当しており、資材の購入は、当社生産本部資材部が一括

して行い無償支給しております。同社で加工、組立てられた仕掛品は当社に搬入され、デバッグ、調整等を行い製

品として完成させております。したがって、㈱オー・イー・シー金沢は、当社グループの一生産拠点として位置付

けられます。 

   

［事業系統図］  

 以上述べた内容を事業系統図によって示すと、以下のとおりとなります。 

 
  

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、『創造し成長する』をモットーに、お客様の満足度を向上させていただくことを経営の基本方針

  としており、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 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。   

   この企業姿勢を踏まえ、技術における優位性を更に強化し、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、また、今後更に成長が期待できる微細部品実装などの半導体関連装置市場において、お客様の満足度を

  向上させることを狙いとした新規事業展開を積極的に推進し、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。  

   

(2）目標とする経営指標 

   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。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

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

  の需要増加を背景に成長してまいりました。今後は、これらのデジタル家電関連製品の新興国への更なる需要の広が

  りや、スマートフォンや多機能携帯端末などの新製品の普及拡大による成長が期待されております。 

   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、ＩＣカード、Ｉ

  Ｃ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技術を軸に、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(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 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（高精細）実装

   技術を更に進歩させ、ＭＥＭＳ（マイクロエレクトロニックメカニカルシステムズ）デバイス、イメージセンサ 

   ー、ＬＥＤ（ライトエミッティングダイオード）、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。

   

(4）会社の対処すべき課題 

 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、生産拠点の中国、アジア地区へのシ

フトも相まって、取り巻く事業環境に変化が出てきている状況下にあり、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

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

 がグローバル化の拡大とともに激化しております。 

  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３Ｄ化など高画質化されるフ

 ラットパネルテレビへの注力と併せて、携帯機器用の小型表示器などを狙いに、また、半導体関連装置他において

 は、ファインピッチ（高精細）実装技術などのコア技術の横展開による成長市場、新市場の開拓を推進します。  

  さらに、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と納期短縮化を目指します。  

② 新製品・新事業展開の推進  

   既存製品の性能、機能及び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需要の開拓やＦＰＤに

 続く柱となる新事業の創出が重要になっております。 

  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、

 ＬＥＤ照明モジュールなどの成長製品、その他微細電子部品や光学部品の複合実装など新市場向け製造装置の開発

 と事業展開を強化します。 

  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、更なる効率的な生産体制への対処が課題で 

 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

 コスト、納期及び品質の更なる改善を図ります。  

３．経営方針
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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、技

 術提案力の向上及び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併せて、中国などの海外顧客からの受注拡大を狙いとした販売・サー

 ビス体制の強化をし、お客様の満足度向上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。  
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,628,313 3,302,399

受取手形及び売掛金 555,791 2,216,793

仕掛品 545,112 645,476

原材料 14,148 9,343

繰延税金資産 49,503 41,859

その他 171,619 18,549

貸倒引当金 △3,632 △17,547

流動資産合計 5,960,855 6,216,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,752,704 1,752,485

減価償却累計額 △720,191 △774,923

建物及び構築物（純額） 1,032,512 977,561

機械装置及び運搬具 197,219 213,613

減価償却累計額 △159,747 △178,259

機械装置及び運搬具（純額） 37,471 35,354

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 1,135 7,696

その他 84,562 101,709

減価償却累計額 △67,751 △75,307

その他（純額） 16,810 26,401

有形固定資産合計 2,101,854 2,060,938

無形固定資産 9,968 6,540

投資その他の資産   

投資有価証券 10,487 9,451

繰延税金資産 63 110

その他 33,348 27,744

投資その他の資産合計 43,899 37,306

固定資産合計 2,155,722 2,104,785

資産合計 8,116,577 8,321,660
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 517,982 660,888

未払法人税等 5,176 11,101

未払消費税等 189 3,725

賞与引当金 34,370 29,871

製品保証引当金 26,118 26,611

その他 44,065 53,446

流動負債合計 627,903 785,644

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,480 111,400

その他 5,800 3,234

固定負債合計 103,281 114,634

負債合計 731,184 900,278

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 4,105,456 4,143,943

株主資本合計 7,387,797 7,426,283

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,404 △4,901

その他の包括利益累計額合計 △2,404 △4,901

純資産合計 7,385,393 7,421,381

負債純資産合計 8,116,577 8,321,660
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,264,873 3,801,600

売上原価 3,217,214 3,063,468

売上総利益 47,659 738,131

販売費及び一般管理費 565,866 569,077

営業利益又は営業損失（△） △518,207 169,053

営業外収益   

受取利息 4,348 2,636

受取配当金 243 283

助成金収入 45,552 10,806

保険返戻金 1,190 －

還付加算金 － 3,210

その他 8,401 7,496

営業外収益合計 59,737 24,433

営業外費用   

コミットメントフィー 14,506 8,914

その他 133 －

営業外費用合計 14,640 8,914

経常利益又は経常損失（△） △473,109 184,572

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,434 －

特別利益合計 3,434 －

特別損失   

固定資産除却損 － 24

ゴルフ会員権評価損 1,000 3,200

ゴルフ会員権売却損 － 814

特別退職金 － 26,598

特別損失合計 1,000 30,636

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△470,674 153,936

法人税、住民税及び事業税 4,528 4,508

過年度法人税等 9,006 －

法人税等調整額 53,167 7,595

法人税等合計 66,701 12,104

少数株主損益調整前当期純利益 － 141,832

当期純利益又は当期純損失（△） △537,376 141,832
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 141,832

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △2,497

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 － －

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 － △2,497

包括利益 － 139,334

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 139,334

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 4,823,688 4,105,456

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

当期純利益又は当期純損失（△） △537,376 141,832

当期変動額合計 △718,231 38,486

当期末残高 4,105,456 4,143,943

株主資本合計   

前期末残高 8,106,029 7,387,797

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

当期純利益又は当期純損失（△） △537,376 141,832

当期変動額合計 △718,231 38,486

当期末残高 7,387,797 7,426,283

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,324 △2,404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 1,920 △2,497

当期末残高 △2,404 △4,901

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △4,324 △2,404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 1,920 △2,497

当期末残高 △2,404 △4,901

純資産合計   

前期末残高 8,101,705 7,385,393

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

当期純利益又は当期純損失（△） △537,376 141,832

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 △716,311 35,988

当期末残高 7,385,393 7,421,381
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△470,674 153,936

減価償却費 111,992 85,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,434 13,915

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,649 △4,499

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △88,647 492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,815 13,920

受取利息及び受取配当金 △4,592 △2,920

売上債権の増減額（△は増加） 334,848 △1,661,002

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,093,549 △95,559

仕入債務の増減額（△は減少） △697,045 142,905

未払消費税等の増減額（△は減少） △163,145 3,536

前受金の増減額（△は減少） △3,465 －

その他 △214,030 171,347

小計 △160,109 △1,178,518

利息及び配当金の受取額 3,448 3,640

法人税等の支払額 △253,713 △2,395

営業活動によるキャッシュ・フロー △410,374 △1,177,273

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △2,000,000 2,000,000

有形固定資産の取得による支出 △5,972 △40,808

投資有価証券の取得による支出 △1,425 △1,461

その他 5,330 1,589

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,002,066 1,959,319

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △180,855 △104,390

その他 △3,568 △3,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △184,423 △107,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,596,864 674,086

現金及び現金同等物の期首残高 5,225,178 2,628,313

現金及び現金同等物の期末残高 2,628,313 3,302,399
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 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。 

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 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 たな卸資産 

ａ 仕掛品 

       同左 

  ｂ 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 原材料 

       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（リース資産を除く。）

 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（リース資産を除く。）

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

  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

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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採用しており

ます。 

③ リース資産 

       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）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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

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 

(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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

―  当連結会計年度から、「資産除去債務に関する会計基 

準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資 

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 

準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており 

ます。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期 

純利益に与える影響はありません。  

(8)表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

― （連結損益計算書）  

１ 当連結会計年度から、「連結財務諸表に関する会計基

 準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

 の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

 府令第５号）の適用により、「少数株主損益調整前当期

 純利益」の科目で表示しております。 

   

  ２ 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

 表示しておりました「還付加算金」は、当連結会計年度

 において営業外収益の総額の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「還付加算金」の金額

 は72千円であります。 

(9)追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

―  当連結会計年度から、「包括利益の表示に関する会計 

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適 

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」 

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度 

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額 

等合計」の金額を記載しております。 
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 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  １ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益  

   

  ２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

    

(10)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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23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。 

 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 千円1,500,000

借入実行残高   ―

差引額 千円1,500,000

貸出コミットメントの総額 千円800,000

借入実行残高   ―

差引額 千円800,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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。 

 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 千円92,817

従業員給料手当・賞与  〃 148,565

役員退職慰労引当金繰入額  〃 14,475

賞与引当金繰入額  〃 5,311

研究開発費  〃 71,549

役員報酬 千円100,650

従業員給料手当・賞与  〃 151,672

役員退職慰労引当金繰入額  〃 13,920

賞与引当金繰入額  〃 4,788

研究開発費  〃 78,887

貸倒引当金繰入額  〃 13,915

 ２ 研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

に計上しております。 

71,549  ２ 研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

に計上しております。 

78,887

     ３ 特別損失に計上しております特別退職金は、子会社

  （㈱オー・イー・シー金沢）を中心とした製造部門の

  再編の中で、退職者に支払った再就職支援一時金のこ

  とであります。   

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益   △535,456千円 

少数株主に係る包括利益       ―

 計  △535,456千円 

その他有価証券評価差額金       1,920千円 

繰延ヘッジ損益        ―

為替換算調整勘定        ―

 計      1,920千円 
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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22年４月１日 至 平成23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21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  180,855  3,500 平成21年３月31日 平成21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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 103,346 2,000 平成22年３月31日 平成22年６月25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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  103,346  2,000 平成22年３月31日 平成22年６月25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23年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 129,182 2,500 平成23年３月31日 平成23年６月24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21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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 千円4,628,313

預入期間が３か月間を超える定期預金  千円△2,000,000

現金及び現金同等物 千円2,628,313
  

現金及び預金 千円3,302,399

現金及び現金同等物 千円3,302,399
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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21年４月１日 至 平成22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21年４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。 

    

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

    当社グループは、ファインピッチ実装技術を核とした製造装置等を開発・製造・販売する事業のみの単一

 セグメントとなりますため、記載を省略しております。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  280,152  183,029  463,182

Ⅱ 連結売上高（千円）  ─  ─  3,264,873

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  8.6  5.6  14.2

ｄ．セグメント情報
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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金額又は当期純損失金額(△) 

  

  

  

 リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付

関係、企業結合等関係、資産除去債務関係及び賃貸等不動産関係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しております。 

   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭142,925 58

１株当たり当期純損失金額 円 銭10,399 56

１株当たり純資産額 円 銭143,622 04

１株当たり当期純利益金額 円 銭2,744 80

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  7,385,393  7,421,381

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）  7,385,393  7,421,381

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益 

又は当期純損失(△)（千円） 
 △537,376  141,832

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)（千円） 
 △537,376  141,832

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21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

― ― 

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成23年3月期　決算短信

- 21 -



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,571,277 3,251,175

受取手形 26,420 22,869

売掛金 529,370 2,193,924

仕掛品 538,173 646,133

原材料 14,148 9,343

前払費用 3,451 3,615

繰延税金資産 49,653 42,043

短期貸付金 100,000 80,000

未収入金 163,965 12,834

その他 1,529 1,541

貸倒引当金 △4,000 △18,000

流動資産合計 5,993,990 6,245,481

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,501,823 1,502,073

減価償却累計額 △518,224 △569,335

建物（純額） 983,598 932,737

構築物 5,300 5,810

減価償却累計額 △4,894 △5,082

構築物（純額） 405 727

機械及び装置 114,366 130,760

減価償却累計額 △78,632 △96,316

機械及び装置（純額） 35,734 34,444

車両運搬具 2,530 2,530

減価償却累計額 △2,467 △2,492

車両運搬具（純額） 62 37

工具、器具及び備品 48,031 64,628

減価償却累計額 △39,321 △43,705

工具、器具及び備品（純額） 8,710 20,923

土地 915,195 915,195

リース資産 10,067 10,067

減価償却累計額 △4,076 △6,595

リース資産（純額） 5,991 3,472

建設仮勘定 1,135 7,696

有形固定資産合計 1,950,832 1,915,234

無形固定資産   

ソフトウエア 5,589 3,183

電話加入権 851 851

その他 2,042 1,529

無形固定資産合計 8,482 5,564

投資その他の資産   

投資有価証券 10,487 9,451

関係会社株式 69,994 69,994
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

従業員に対する長期貸付金 － 856

繰延税金資産 63 110

ゴルフ会員権 13,100 4,800

その他 20,005 21,844

投資その他の資産合計 113,649 107,057

固定資産合計 2,072,965 2,027,855

資産合計 8,066,956 8,273,337

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,527 14,407

買掛金 563,913 669,057

未払費用 16,276 27,289

未払法人税等 4,832 10,777

未払配当金 3,402 2,357

預り金 12,371 13,300

賞与引当金 29,770 27,979

製品保証引当金 26,118 26,611

その他 4,577 2,356

流動負債合計 668,789 794,137

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,480 111,400

その他 4,707 2,632

固定負債合計 102,187 114,032

負債合計 770,977 908,169

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 3,360,000 3,360,000

繰越利益剰余金 644,042 715,728

利益剰余金合計 4,016,042 4,087,728

株主資本合計 7,298,382 7,370,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,404 △4,901

評価・換算差額等合計 △2,404 △4,901

純資産合計 7,295,978 7,365,167

負債純資産合計 8,066,956 8,273,337
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,264,873 3,801,600

売上原価 3,213,756 3,077,749

売上総利益 51,116 723,850

販売費及び一般管理費   

保証修理費 1,500 －

役員報酬 86,481 93,450

給料及び手当 130,844 133,517

賞与 8,620 10,973

賞与引当金繰入額 5,029 4,586

役員退職慰労引当金繰入額 14,475 13,920

法定福利費 30,044 30,438

旅費及び交通費 27,332 24,395

交際費 6,016 3,496

租税公課 11,481 13,018

賃借料 12,143 11,020

研究開発費 71,549 78,887

減価償却費 45,573 26,537

貸倒引当金繰入額 － 14,000

支払手数料 10,984 11,417

その他 75,728 72,931

販売費及び一般管理費合計 537,805 542,591

営業利益又は営業損失（△） △486,688 181,258

営業外収益   

受取利息 5,960 3,996

受取配当金 243 283

助成金収入 18,126 3,913

還付加算金 － 3,210

保険返戻金 1,190 －

その他 8,171 7,190

営業外収益合計 33,692 18,594

営業外費用   

コミットメントフィー 14,506 8,914

その他 133 －

営業外費用合計 14,640 8,914

経常利益又は経常損失（△） △467,636 190,938

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,700 －

特別利益合計 3,700 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 － 4

ゴルフ会員権評価損 1,000 3,200

ゴルフ会員権売却損 － 814

特別損失合計 1,000 4,018

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △464,936 186,919

法人税、住民税及び事業税 4,326 4,326

過年度法人税等 9,006 －

法人税等調整額 53,274 7,561

法人税等合計 66,607 11,887

当期純利益又は当期純損失（△） △531,543 175,032
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 3,360,000 3,360,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,360,000 3,360,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,356,441 644,042

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △531,543 175,032

当期変動額合計 △712,399 71,686

当期末残高 644,042 715,728

利益剰余金合計   

前期末残高 4,728,441 4,016,042

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △531,543 175,032

当期変動額合計 △712,399 71,686

当期末残高 4,016,042 4,087,728
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 8,010,781 7,298,382

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

当期純利益又は当期純損失（△） △531,543 175,032

当期変動額合計 △712,399 71,686

当期末残高 7,298,382 7,370,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4,324 △2,404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 1,920 △2,497

当期末残高 △2,404 △4,901

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △4,324 △2,404

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 1,920 △2,497

当期末残高 △2,404 △4,901

純資産合計   

前期末残高 8,006,457 7,295,978

当期変動額   

剰余金の配当 △180,855 △103,346

当期純利益又は当期純損失（△） △531,543 175,032

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,920 △2,497

当期変動額合計 △710,479 69,188

当期末残高 7,295,978 7,365,167
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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）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。 

(1）仕掛品 

        同左 

  (2）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）原材料 

        同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く。）

 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（リース資産を除く。）

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く。）

同左 

  (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

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうちリース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引に

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。 

(3）リース資産 

       同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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。 

(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 

５ 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

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

─  当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」 

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産 

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま 

す。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益 

に与える影響はありません。   

(7)表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当事業年度において資産の総

額の100分の１を超えたため区分掲記しております。  

 なお、前事業年度の「未収入金」は、444千円でありま

す。  

（損益計算書） 

  前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表 

 示しておりました「還付加算金」は、当事業年度にお 

 いて営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲 

 記しております。 

  なお、前事業年度の「還付加算金」は、72千円であ 

 ります。 

  

(8)追加情報

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

─ ─ 
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(9)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22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23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。 

 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 千円100,000

買掛金  〃 53,457

未払費用  〃 583

短期貸付金 千円80,000

買掛金  〃 22,576

未払費用  〃 873

 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。 

 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 千円1,500,000

借入実行残高   ─

差引額 千円1,500,000

貸出コミットメントの総額 千円800,000

借入実行残高   ─

差引額 千円800,000

 ３ 配当制限 

 平成22年３月12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及び中間期の末日の単体

及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、

当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末

日又は平成21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 

 平成23年３月14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及び中間期の末日の単体

及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、

当該決算期及び中間期の直前の決算期及び中間期の末

日又は平成22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 ％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。 

      

75

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

 １ 研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

に計上しております。 

71,549  １ 研究開発費の総額は 千円であり、一般管理費

に計上しております。 

78,887

 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。 

 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 千円1,615 関係会社からの受取利息 千円1,366

                    

（株主資本等変動計算書関係）
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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金額又は当期純損失金額(△) 

  

  

  

 リース取引関係、有価証券関係、税効果会計関係、企業結合等関係、資産除去債務関係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しております。   

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭141,195 18

１株当たり当期純損失金額 円 銭10,286 68

１株当たり純資産額 円 銭142,534 15

１株当たり当期純利益金額 円 銭3,387 31

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

項目 
前事業年度末 

（平成22年３月31日） 
当事業年度末 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  7,295,978  7,365,167

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）  7,295,978  7,365,167

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日）

損益計算書上の当期純利益 

又は当期純損失(△)（千円） 
 △531,543  175,032

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)（千円） 
 △531,543  175,032

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

― ― 

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成23年3月期　決算短信

- 32 -



(1）役員の異動 

 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。  

   

(2）生産、受注及び販売の状況 

  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

  

製品区分 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日)   

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日  

  至 平成23年３月31日)   

   生産高（千円）  生産高（千円） 

 ＦＰＤ関連装置  1,488,219  3,066,990

 半導体関連装置他  672,299  824,731

合計  2,160,519  3,891,722

製品区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

  至 平成22年３月31日)   至 平成23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  3,062,203  2,407,594  955,244  189,089

 半導体関連装置他  529,394  294,671  1,260,751  927,573

合計  3,591,598  2,702,266  2,215,996  1,116,662

  

製品区分 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日  

  至 平成22年３月31日)   

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日  

  至 平成23年３月31日)   

   販売高（千円）  販売高（千円） 

 ＦＰＤ関連装置  2,504,093  3,173,750

 半導体関連装置他  760,779  627,849

合計  3,264,873  3,801,600
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