
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大崎エンジニアリング株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6259 URL http://www.oec-inc.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 夛田治夫
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役事業管理本部長 （氏名） 小野茂昭 TEL 04-2934-3411
四半期報告書提出予定日 平成24年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 362 △37.3 △124 ― △120 ― △92 ―
24年3月期第1四半期 579 86.1 △88 ― △84 ― △80 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △80百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1,794.35 ―
24年3月期第1四半期 △1,554.42 ―

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

25年3月期第1四半期 7,750 7,228 93.3 139,888.24
24年3月期 7,997 7,374 92.2 142,720.06
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,228百万円 24年3月期  7,374百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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(累計) 1,700 57.5 △29 ― △29 ― △30 ― △580.57
通期 4,000 29.8 23 △70.9 23 △75.8 10 △87.9 193.52



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、【添付資料】P.3「２．サマリー情報 
  （注記事項）に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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あり、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
四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー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おります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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 51,673 株 24年3月期 51,673 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 51,673 株 24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我が国経済は、復興需要等を背景として一部に回復の動きはでてきているも

 のの、長引く円高、デフレの影響などもあり、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

  また、欧州における債務危機を巡る不確実性も高まっており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景

 気の下振れ等によって、我が国の景気が更に下押しされる懸念もあり、先行きはより一層不透明感を増す状況とな

 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業界においても、新規の設備投資が引き続き抑制される状

 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、カメラ用撮像素子モジュール関連などの他に、スマートフォンやタブレ

 ット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。 

  しかしながら、設備投資抑制による影響が大きく、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、３億

 ６千２百万円（前年同四半期比37.3％減）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１億４百万円（前年同四半期比 

 43.9％減）、半導体関連装置他では、２億５千８百万円（前年同四半期比34.2％減）となりました。  

  また、利益面におきましては、売上高の減少等により、営業損失は１億２千４百万円(前年同四半期は営業損失 

 ８千８百万円)、経常損失は１億２千万円（前年同四半期は経常損失８千４百万円）、四半期純損失は９千２百万 

 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１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて２億４千７百万円減

 少し、77億５千万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の増加６億２千９百万円、受取手形及び売掛金

 の減少９億２千９百万円、棚卸資産の増加２千３百万円であります。負債につきましては、前連結会計年度末に比

 べて１億円減少し５億２千２百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少７千１百万円であ

 ります。純資産は前連結会計年度末に比べて１億４千６百万円減少の72億２千８百万円となりました。その結果、

 自己資本比率は前連結会計年度末の92.2％から93.3％へと増加しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、現時点では平成24年５月７日の決算短信で公表い

 たしました連結業績予想に変更はありません。 

     

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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間から、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、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。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

 （４）追加情報   

   （表示方法の変更）  

    従来、貸倒引当金戻入額について営業外収益として表示しておりましたが、当第１四半期連結累計期間から販売

   費及び一般管理費として表示する方法に変更いたしました。 

    この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っており

   ます。この結果、組替えを行う前と比べて前第１四半期連結累計期間の営業損失は、10,547千円減少しておりま 

   す。  

  

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,623,238 4,253,053

受取手形及び売掛金 1,929,133 999,647

仕掛品 365,471 387,160

原材料 16,437 17,820

繰延税金資産 33,683 62,488

その他 14,153 19,817

貸倒引当金 △15,000 △900

流動資産合計 5,967,117 5,739,087

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 926,821 915,557

土地 1,013,925 1,013,925

建設仮勘定 498 5,286

その他（純額） 48,124 43,491

有形固定資産合計 1,989,369 1,978,260

無形固定資産 5,392 4,646

投資その他の資産 35,771 28,490

固定資産合計 2,030,533 2,011,397

資産合計 7,997,651 7,750,484
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 356,184 284,453

未払法人税等 9,023 3,240

未払消費税等 23,341 7,258

賞与引当金 31,756 54,398

製品保証引当金 27,733 25,786

その他 69,581 73,709

流動負債合計 517,620 448,847

固定負債   

役員退職慰労引当金 102,420 70,899

その他 2,837 2,292

固定負債合計 105,257 73,192

負債合計 622,878 522,039

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 4,097,376 3,952,984

株主資本合計 7,379,716 7,235,324

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,943 △6,879

その他の包括利益累計額合計 △4,943 △6,879

純資産合計 7,374,773 7,228,445

負債純資産合計 7,997,651 7,750,484
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（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 579,127 362,852

売上原価 547,823 383,704

売上総利益又は売上総損失（△） 31,303 △20,851

販売費及び一般管理費 119,392 104,112

営業損失（△） △88,089 △124,963

営業外収益   

受取利息 452 476

保険返戻金 1,832 2,713

その他 2,213 1,375

営業外収益合計 4,499 4,566

営業外費用   

コミットメントフィー 398 －

雑損失 620 －

営業外費用合計 1,018 －

経常損失（△） △84,608 △120,397

税金等調整前四半期純損失（△） △84,608 △120,397

法人税、住民税及び事業税 1,127 1,127

法人税等調整額 △5,414 △28,805

法人税等合計 △4,287 △27,678

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,321 △92,719

四半期純損失（△） △80,321 △92,719
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △80,321 △92,719

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △495 △1,935

その他の包括利益合計 △495 △1,935

四半期包括利益 △80,817 △94,655

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,817 △94,655

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。   

   

 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。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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