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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 477 31.5 △111 ― △107 ― △108 ―

25年3月期第1四半期 362 △37.3 △124 ― △120 ― △92 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △108百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △2,106.40 ―

25年3月期第1四半期 △1,794.35 ―

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

26年3月期第1四半期 7,143 6,659 93.2 128,886.37

25年3月期 7,312 6,820 93.3 131,987.82

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  6,659百万円 25年3月期  6,820百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 700.00 700.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 1,500 112.8 20 ― 25 ― 15 ― 290.29

通期 4,000 162.1 220 ― 230 ― 140 ― 2,709.35



(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.3「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期1Q 51,673 株 25年3月期 51,673 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 51,673 株 25年3月期1Q 51,673 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、 

景気の持ち直しの動きがみられる状況で推移いたしました。 

 また、世界の景気については、弱い回復が続いているものの、欧州政府債務問題や米国における財政問題などに 

よる海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しする懸念もあり、依然として先行きの見通しが困難な状 

況で推移いたしました。 

  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やＬＥＤ照明業界などにおいても、一部に設備投資回 

 復の兆しがみえているものの、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などのセンサーデバイス関連、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他に、今後の成長市場として期待 

 されているリチウムイオン電池関連やＬＥＤ照明、有機ＥＬ照明用モジュール関連の組立装置等のエネルギー・照 

 明関連市場に対する受注活動に積極的に注力してまいりました。 

 当社グループは、従来、ＦＰＤ関連装置が事業の最大の柱でありましたが、当社を取り巻く環境の変化に伴いカ 

メラ用撮像素子モジュールなどの「センサーデバイス・高機能デバイス関連装置」とリチウムイオン電池関連やＬ 

ＥＤ照明用モジュール関連などの「エネルギー・照明関連装置他」を次なる成長分野と考え積極的に伸ばしていき 

ます。これに伴い下記の様に製品区分を変更いたしました。 

  

（旧製品区分と新製品区分による売上高）                          （単位：百万円） 

  

 当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、４億７千７百万円（前年同四半期比31.5％増）となりま 

した。 

 これを製品別にみますとセンサーデバイス・高機能デバイス関連装置では７百万円（前年同四半期比96.4％ 

減）、エネルギー・照明関連装置他では３億２千９百万円（前年同四半期比834.3％増）、ＦＰＤ関連装置では１ 

億３千９百万円（前年同四半期比34.6％増）となりました。 

  また、利益面におきましては、新規ジャンルのテーマに位置づけておりますエネルギー・照明関連装置他におい 

 て、開発要素の多い原価が含まれていたこともあり、営業損失は１億１千１百万円（前年同四半期は営業損失１億 

 ２千４百万円）、経常損失は１億７百万円（前年同四半期は経常損失１億２千万円）、四半期純損失は１億８百万 

 円（前年同四半期は四半期純損失９千２百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  製品区分 

前第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） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日） 

備考 

旧製品区分  

 ＦＰＤ関連装置  104  ―  405

 タッチパネル等はＦＰＤ 

 関連に含む  

 半導体関連装置他  258  ―  1,120  

 合計  362  ―  1,525  

新製品区分  

 センサーデバイス・高 

 機能デバイス関連装置 

 223  7  736

 タッチパネル等はセンサ 

 ーデバイス関連に含む  

 エネルギー・照明関連 

 装置他 

 35  329  431  

 ＦＰＤ関連装置  103  139  358  

 合計  362  477  1,525  
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（２）財政状態に関する説明 

  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１億６千８百万円減

 少し、71億４千３百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少19億６千３百万円、受取手形及び売

 掛金の減少７千２百万円、棚卸資産の減少９千２百万円、関係会社短期貸付金の増加20億円であります。負債につ

 きましては、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し４億８千３百万円となりました。その主な内訳は、支払手

 形及び買掛金の減少４千９百万円、未払消費税等の増加１千１百万円、賞与引当金の増加２千２百万円でありま 

 す。純資産は前連結会計年度末に比べて１億６千万円減少の66億５千９百万円となりました。その結果、自己資本

 比率は前連結会計年度末の93.3％から93.2％へと減少しております。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  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25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。 

   

 （４）追加情報 

（株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更） 

 当社は、平成25年５月22日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更につ 

いて決議いたしました。 

  

１．株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的 

  平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、平成 

 26年４月１日を効力発生日として、１株を100株に分割するとともに、１単元の株式の数を100とする単元株  

 制度を採用いたします。 

  

２．株式分割の概要 

（１）分割の方法 

   平成26年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有普通株式１株につき、 

   100株の割合をもって分割いたします。 

  

（２）分割により増加する株式数 

   平成26年３月31日の最終の発行済株式総数に99を乗じた株式数といたします。 

   株式分割前の当社発行済株式総数    51,673株 

   今回の分割により増加する株式数   5,115,627株 

   株式分割後の当社発行済株式総数   5,167,300株 

   株式分割後の発行可能株式総数   15,120,000株 

  

（３）分割の日程 

   基準日の公告日   平成26年３月14日 

   基準日       平成26年３月31日 

   効力発生日     平成26年４月１日 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．単元株制度の採用 

（１）新設する単元株式の数 

   単元株制度を採用し、単元株式数を100株とします。 

（２）新設の日程    

   効力発生日    平成26年４月１日 

    

４．資本金の額の変更  

  今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 

  

５．１株当たり情報に及ぼす影響 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期連結累計期間における１株当たり情報及 

 び当期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期連結累計期間における１株当たり情報は、それぞれ以下 

 のとおりであります。  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在 

  株式が存在しないため記載しておりません。     

  

 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24年４月１日 

  至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自  平成25年４月１日 

 至  平成25年６月30日） 

 １株当たり四半期純損失金額（△）    円 銭 △17 94 円 銭 △21 06

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,870,795 1,907,620 

受取手形及び売掛金 813,612 741,586 

仕掛品 588,853 496,696 

原材料 13,228 12,814 

関係会社短期貸付金 － 2,000,000 

その他 50,529 15,685 

貸倒引当金 △800 △700 

流動資産合計 5,336,218 5,173,704 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 879,799 869,284 

土地 1,013,925 1,013,925 

建設仮勘定 12,847 11,972 

その他（純額） 31,684 36,105 

有形固定資産合計 1,938,256 1,931,287 

無形固定資産 6,266 6,520 

投資その他の資産 31,312 31,610 

固定資産合計 1,975,835 1,969,418 

資産合計 7,312,054 7,143,123 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 280,591 230,837 

未払法人税等 7,713 3,244 

未払消費税等 2,466 13,710 

賞与引当金 33,623 56,493 

製品保証引当金 16,784 18,043 

その他 68,175 75,849 

流動負債合計 409,355 398,178 

固定負債   

役員退職慰労引当金 79,449 82,299 

その他 3,043 2,699 

固定負債合計 82,492 84,998 

負債合計 491,847 483,177 

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 3,541,840 3,381,323 

株主資本合計 6,824,180 6,663,663 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,973 △3,717 

その他の包括利益累計額合計 △3,973 △3,717 

純資産合計 6,820,206 6,659,945 

負債純資産合計 7,312,054 7,143,123 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 362,852 477,269 

売上原価 383,704 474,875 

売上総利益又は売上総損失（△） △20,851 2,394 

販売費及び一般管理費 104,112 113,445 

営業損失（△） △124,963 △111,050 

営業外収益   

受取利息 476 1,187 

還付加算金 66 798 

受取地代家賃 707 1,305 

その他 3,314 514 

営業外収益合計 4,566 3,805 

経常損失（△） △120,397 △107,245 

税金等調整前四半期純損失（△） △120,397 △107,245 

法人税、住民税及び事業税 1,127 1,598 

法人税等調整額 △28,805 － 

法人税等合計 △27,678 1,598 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △92,719 △108,844 

四半期純損失（△） △92,719 △108,844 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △92,719 △108,844 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,935 256 

その他の包括利益合計 △1,935 256 

四半期包括利益 △94,655 △108,587 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,655 △108,587 

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。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

大崎エンジニアリング㈱(6259)平成26年3月期　第1四半期決算短信

- 9 -




