
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年7月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 テセック 上場取引所 JQ 
コード番号 6337 URL http://www.tesec.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 越丸 誠

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 矢崎 七三 TEL 042-566-1111
四半期報告書提出予定日 平成21年8月6日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 210 △80.3 △504 ― △473 ― △481 ―

21年3月期第1四半期 1,065 ― △100 ― △27 ― △138 ―

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3月期第1四半期 △85.21 ―

21年3月期第1四半期 △24.54 ―

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3月期第1四半期 11,216 10,415 92.9 1,843.64
21年3月期 11,666 10,810 92.7 1,913.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,414百万円 21年3月期  10,809百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

460 △85.7 △1,100 ― △1,050 ― △1,100 ― △194.72

通期 2,500 △41.7 △1,430 ― △1,330 ― △1,450 ― △256.68



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 

１．平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも変更はありません。 
２．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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第1四半期 5,778,695株 21年3月期  5,778,695株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  129,605株 21年3月期  129,605株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,649,090株 21年3月期第1四半期 5,649,208株



 当第１四半期における世界経済は、米国に端を発した未曾有の金融・経済危機の影響により、米国、欧州、アジ

アの主要国において景気の停滞が続き実体経済がマイナス成長になるなど、不安定な経済状況となりました。 

 半導体業界におきましては、中国、インドなど新興国における携帯電話、デジタル家電の消費回復により在庫調

整が一巡して半導体工場の稼働率は上昇しましたが、半導体メーカーは新規投資に慎重で本格的な設備投資の再開

までには至らず、厳しい事業環境が続きました。 

 このような状況の中で、設計・製造体制、営業・サービス体制の見直しを図ると共に、省電力化デバイスとして

用途が拡大しているパワー半導体向け検査装置の拡販に注力しましたが、主要市場である中国、台湾などアジア市

場を含め国内外市場において主力製品であるハンドラ、テスタの受注・売上は極めて低調な推移となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の連結業績は、受注高3億88百万円（前年同期比70.4％減）、売上高2億10百万円（同

80.3％減）となりました。製品別売上高はハンドラ7百万円（同98.4％減）、テスタ35百万円（同90.3％減）、パ

ーツ等1億67百万円（同36.0％減）となりました。 

 損益面は、役員報酬の減額、一時帰休の実施、諸経費の圧縮など固定費削減を推進しましたが、売上高が損益分

岐点を大幅に下回ったことから、営業損失は5億4百万円（前年同期は営業損失1億円）、経常損失は4億73百万円

（同経常損失27百万円）、四半期純損失は4億81百万円（同四半期純損失1億38百万円）となりました。 

  

（１）財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、固定資産が1億58百万円増加しましたが、現預金、売掛金の

減少などにより流動資産が6億7百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ4億49百万円減少し、112億16

百万円となりました。 

 負債は、流動負債が32百万円、固定負債が22百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ54百万円減少

し、8億1百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失4億81百万円の計上などにより、前連結会計年度末に比べ3億95百万円減少し、104億

15百万円となりました。 

（２）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は、下記の各キャッシュ・フローによる増減によ

り、前連結会計年度末に比べ3億8百万円減少し、22億30百万円となりました。    

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、27百万円のマイナス（前年同期は1億56百万円のプラス）となりまし

た。これは主に、売上債権の減少および未収消費税等の減少によるプラスを、税金等調整前四半期純損失の計上

に伴うマイナスが上回ったこと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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、2億49百万円のマイナス（同22百万円のマイナス）となりました。こ

れは主に、有価証券の売却・償還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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円のマイナス（同1億81百万円のマイナス）となりました。こ

れは主に、配当金の支払によるものであります。  

 当第１四半期の連結業績は、上述のとおり厳しい状況となりましたが、半導体工場の稼働率上昇に伴い保守サー

ビス、パーツの受注が回復基調に転じており、検査装置本体の引き合いも増加しつつあることから、平成21年５月

14日に発表しました第２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

  該当事項はありません。 

  

① 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸等を省略し、前連結会計年度末の実地棚

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 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

  

  該当事項はありません。 

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,395 2,611

受取手形及び売掛金 536 847

有価証券 739 686

製品 121 102

原材料 485 490

仕掛品 584 641

繰延税金資産 － 0

未収消費税等 3 112

未収還付法人税等 205 203

その他 56 43

貸倒引当金 △47 △50

流動資産合計 5,081 5,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,623 2,624

減価償却累計額 △1,812 △1,795

建物及び構築物（純額） 811 829

機械装置及び運搬具 308 308

減価償却累計額 △276 △273

機械装置及び運搬具（純額） 31 34

工具、器具及び備品 952 951

減価償却累計額 △807 △787

工具、器具及び備品（純額） 144 163

土地 2,034 2,034

有形固定資産合計 3,021 3,062

無形固定資産   

のれん 199 212

その他 111 117

無形固定資産合計 311 329

投資その他の資産   

投資有価証券 2,682 2,470

保険積立金 89 89

その他 37 32

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,802 2,585

固定資産合計 6,135 5,977

資産合計 11,216 11,666



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 34 24

未払金 40 74

リース債務 1 1

未払法人税等 4 5

未払費用 120 115

賞与引当金 42 82

製品保証引当金 5 5

繰延税金負債 0 －

その他 50 22

流動負債合計 298 330

固定負債   

退職給付引当金 272 286

長期未払金 98 98

リース債務 4 4

繰延税金負債 18 14

負ののれん 108 120

固定負債合計 502 524

負債合計 801 855

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,521 2,521

資本剰余金 3,370 3,370

利益剰余金 4,826 5,364

自己株式 △201 △201

株主資本合計 10,517 11,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148 23

為替換算調整勘定 △250 △268

評価・換算差額等合計 △102 △244

少数株主持分 0 0

純資産合計 10,415 10,810

負債純資産合計 11,216 11,666



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,065 210

売上原価 674 405

売上総利益又は売上総損失（△） 390 △195

販売費及び一般管理費   

販売手数料 11 4

荷造運搬費 11 2

役員報酬 42 21

給料手当及び賞与 92 80

法定福利費 11 10

賞与引当金繰入額 25 10

減価償却費 6 5

のれん償却額 － 12

研究開発費 164 99

貸倒引当金繰入額 3 －

その他 122 62

販売費及び一般管理費合計 491 309

営業損失（△） △100 △504

営業外収益   

受取利息 26 15

受取配当金 11 8

投資有価証券売却益 － 1

為替差益 21 －

負ののれん償却額 12 12

その他 5 1

営業外収益合計 76 38

営業外費用   

為替差損 － 7

その他 3 0

営業外費用合計 3 7

経常損失（△） △27 △473

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 2

特別利益合計 3 2

特別損失   

投資有価証券評価損 15 6

固定資産除却損 1 －

特別損失合計 16 6

税金等調整前四半期純損失（△） △40 △477

法人税、住民税及び事業税 6 2

過年度法人税等 23 －

法人税等調整額 67 0

法人税等合計 97 3

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純損失（△） △138 △481



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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損失（△） △40 △477

減価償却費 26 46

のれん償却額 － 12

負ののれん償却額 △12 △12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △2

受取利息及び受取配当金 △37 △24

長期未払金の増減額（△は減少） △60 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 15 6

固定資産除売却損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 823 312

たな卸資産の増減額（△は増加） △278 41

仕入債務の増減額（△は減少） 124 8

未収消費税等の増減額（△は増加） 34 109

未収入金の増減額（△は増加） △0 1

未払費用の増減額（△は減少） 3 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △14

製品保証引当金の増減額（△は減少） △6 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11 △7

その他の流動負債の増減額（△は減少） △68 △41

小計 511 △37

利息及び配当金の受取額 32 18

法人税等の還付額 － 0

法人税等の支払額 △387 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 156 △27

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 △21 △0

定期預金の払戻による収入 － 8

有価証券の取得による支出 △50 △200

有価証券の売却及び償還による収入 196 50

投資有価証券の取得による支出 △182 △200

投資有価証券の売却及び償還による収入 105 108

有形固定資産の取得による支出 △71 △9

無形固定資産の取得による支出 － △1

その他 1 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △22 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △180 △49

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △181 △49



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50 △308

現金及び現金同等物の期首残高 3,139 2,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,089 2,230



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

(1) 生産実績 

 当第１四半期連結累計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （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 

 当第１四半期連結累計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （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。 

(3) 販売実績 

 当第１四半期連結累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （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。 

  

  

  

６．生産、受注及び販売の状況

品目 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円） 36  △89.1

テスタ（百万円） 26  △91.4

パーツ等（百万円） 169 △33.1 

合計（百万円） 233 △74.1 

品目 受注高
対前期増減率

（％） 
受注残高 

対前期増減率
（％） 

ハンドラ（百万円） 90 △86.2 83 △87.5 

テスタ（百万円） 113 △71.6 96 △82.5 

パーツ等（百万円） 184 △29.6 69 △43.5 

    合計（百万円） 388 △70.4 248 △81.4 

品目 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

対前期増減率（％）

ハンドラ（百万円） 7 △98.4 

テスタ（百万円） 35 △90.3 

パーツ等（百万円） 167 △36.0 

合計（百万円） 210 △80.3 
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