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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 579 86.1 △98 ― △84 ― △80 ―
23年3月期第1四半期 311 △84.8 △103 ― △97 ― △80 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △80百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △82百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1,554.42 ―
23年3月期第1四半期 △1,553.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,908 7,211 91.2
23年3月期 8,321 7,421 89.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,211百万円 23年3月期  7,421百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 第２四半期連結累計期間の業績予想については、平成23年５月11日の決算短信で公表いたしました業績予想を一部修正しております。詳細につきましては、
平成23年７月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 1,500 △2.6 △90 ― △90 ― △95 ― △1,838.48
通期 5,000 31.5 40 △76.3 40 △78.3 23 △83.8 445.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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、【添付資料】P.2「１．当四半期決算に関する定性的情
報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 51,673 株 23年3月期 51,673 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 51,673 株 23年3月期1Q 51,673 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気回復の兆しが一部に見られたものの、長引く円高、デフ

 レの影響などもあり、依然として厳しい状況で推移いたしました。また、本年３月11日に発生しました東日本大震

 災の影響による日本経済全体の停滞に対する懸念なども高まってきており、先行きは一層不透明感を増す状況とな

 っております。 

  一方、当社グループの主要顧客が属するデジタル家電業界においても、一部に設備投資の回復の動きはでてきて

 いるものの、全体としては新規の投資が抑制される状況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ＩＣカード、カメラ用撮像素子モジュール関連などのほかに、ＬＥＤ照明

 関連やスマートフォン等に使用される中小型フラットパネルディスプレイ関連などの新規需要に対応した受注活動

 に積極的に注力してまいりました。 

  この結果、当社グループの当第１四半期の売上高は、５億７千９百万円（前年同四半期比86.1％増）となりまし

 た。 

  これを製品別にみますとＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連装置では引き続き設備投資抑制の影響もあ

 り１億８千５百万円（前年同四半期比10.9％増）、半導体関連装置他では、カメラ用撮像素子モジュール関連の売

 上などがあり３億９千３百万円（前年同四半期比173.4％増）となりました。  

  また、利益面におきましては、営業損失は９千８百万円(前年同四半期は営業損失１億３百万円)、経常損失は８

 千４百万円（前年同四半期は経常損失９千７百万円）、四半期純損失は８千万円（前年同四半期は四半期純損失８

 千万円）となりました。 

  

  

（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、前連結会計年度末に比べて４億１千３百万円減少し、79億８

 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11億５千７百万円、受取手形及び売掛金の減少13億８

 千１百万円、棚卸資産の減少１億８千２百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて２億

 ３百万円減少し６億９千７百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少２億２千９百万円で

 あります。純資産は前連結会計年度末に比べて２億９百万円減少の72億１千１百万円となりました。その結果、自

 己資本比率は前連結会計年度末の89.2％から91.2％へと増加しております。 

  

  

（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の業績予想については、平成23年５月11日の決算短信で公表いたしました業績予想を一

 部修正しております。詳細につきましては、平成23年７月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

 照ください。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,302,399 4,460,279

受取手形及び売掛金 2,216,793 835,782

仕掛品 645,476 462,406

原材料 9,343 9,486

繰延税金資産 41,859 47,274

その他 18,549 19,933

貸倒引当金 △17,547 △7,000

流動資産合計 6,216,874 5,828,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 977,561 964,734

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 7,696 1,097

その他（純額） 61,755 63,144

有形固定資産合計 2,060,938 2,042,902

無形固定資産 6,540 5,756

投資その他の資産 37,306 31,713

固定資産合計 2,104,785 2,080,372

資産合計 8,321,660 7,908,535
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 660,888 431,308

未払法人税等 11,101 3,340

未払消費税等 3,725 20,140

賞与引当金 29,871 51,878

製品保証引当金 26,611 28,486

その他 53,446 67,299

流動負債合計 785,644 602,453

固定負債   

役員退職慰労引当金 111,400 91,980

その他 3,234 2,718

固定負債合計 114,634 94,699

負債合計 900,278 697,152

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 4,143,943 3,934,438

株主資本合計 7,426,283 7,216,779

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,901 △5,397

その他の包括利益累計額合計 △4,901 △5,397

純資産合計 7,421,381 7,211,382

負債純資産合計 8,321,660 7,908,535

- 5 -

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成24年3月期　第1四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 311,272 579,127

売上原価 287,842 547,823

売上総利益 23,430 31,303

販売費及び一般管理費 126,783 129,940

営業損失（△） △103,353 △98,636

営業外収益   

受取利息 1,006 452

還付加算金 3,209 144

貸倒引当金戻入額 － 10,547

その他 2,270 3,902

営業外収益合計 6,486 15,046

営業外費用   

コミットメントフィー 747 398

雑損失 － 620

営業外費用合計 747 1,018

経常損失（△） △97,614 △84,608

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,115 －

特別利益合計 1,115 －

特別損失 － －

税金等調整前四半期純損失（△） △96,499 △84,608

法人税、住民税及び事業税 1,132 1,127

法人税等調整額 △17,348 △5,414

法人税等合計 △16,216 △4,287

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,283 △80,321

四半期純損失（△） △80,283 △80,321
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,283 △80,321

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,718 △495

その他の包括利益合計 △1,718 △495

四半期包括利益 △82,001 △80,817

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,001 △80,817

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

  

  

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。 

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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