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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,508 △35.1 △175 ― △149 ― △158 ―

21年3月期第2四半期 2,325 ― △9 ― △35 ― △315 ―

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2四半期 △20.47 ―

21年3月期第2四半期 △40.59 ―

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2四半期 7,338 4,648 63.4 600.54
21年3月期 7,299 4,726 64.8 610.61

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,648百万円 21年3月期  4,726百万円

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

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 3,428 △4.6 △136 ― △136 ― △160 ― △20.71
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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  

(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） 

(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。 

(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 

  本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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2四半期 7,800,000株 21年3月期  7,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  58,800株 21年3月期  58,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 7,741,200株 21年3月期第2四半期 7,778,070株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の積極的な財政出動効果の発現から、輸出

を中心として緩やかな回復過程に移行しつつありますが、失業率が過去 悪を更新するなど、所得環

境の悪化による個人消費の低迷が続く厳しい環境のまま推移いたしました。  

 半導体業界におきましては、BBレシオが10ヶ月ぶりに「１」を上回るなど、昨秋以降の大幅な減

産・在庫調整が一巡し、デジタル家電やパソコンなど民生機器用を中心に新興国向け需要が拡大し、

主要メーカーを中心に稼働率が上昇しました。  

 このような環境下、７月～９月の受注は比較的好調だった第１四半期の流れを引継ぎ1,196百万円

（前年同期比18.1％増）となり、４月～９月では1,985百万円（前年同期比1.9％減）と、昨年とほぼ

同水準にまで回復しました。  

 売上は７月～９月では903百万円と前年同期比20.4％減となりましたが、直前の四半期（４月～６

月）との比較では49.2％増加し、４月～９月では1,508百万円（前年同期比35.1％減）となりました。  

 一方、営業損益は売上高の増加に伴い、８月以降は単月で黒字に転換したものの７月～９月で23百

万円の赤字が残りましたが、直近の四半期（４月～６月）と比較して127百万円改善し、４月～９月で

は175百万円の損失となりました。  

 この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は903百万円(前年同期比20.4％減)、営業損失23百万

円(前年同期は営業損失46百万円)、経常損失29百万円(前年同期は経常損失36百万円)、四半期純損失

33百万円(前年同期は四半期純損失12百万円)となりました。  

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,508百万円(前年同期比35.1％減)、営業損失175百万

円(前年同期は営業損失９百万円)、経常損失149百万円(前年同期は経常損失35百万円)、四半期純損失

158百万円(前年同期は四半期純損失315百万円)となりました。  

  

受注並びに製品別の売上状況  

 当第２四半期連結会計期間の受注高は1,196百万円（前年同期比18.1％増）となり、受注残高は950

百万円（同24.2％増）となりました。また、当第２四半期連結累計期間の受注高は1,985百万円（前年

同期比1.9％減）となっております。  

 当第２四半期連結会計期間の売上高は石英製品が580百万円（前年同期比31.7％減）、シリコン製品

はアジア地域からの受注が好調を維持し285百万円（同34.1％増）の売上となり、半導体製造装置用製

品全体では865百万円（同18.5％減）となりました。また、理化学機器用製品は18百万円（同19.6％

減）となり、電化製品その他は18百万円（同61.7％減）となりました。  

 また、当第２四半期連結累計期間の売上高は石英製品が917百万円（前年同期比50.0％減）、シリコ

ン製品は514百万円（同42.7％増）となり、半導体製造装置用製品全体では1,432百万円（同34.8％

減）となりました。また、理化学機器用製品は35百万円（同27.3％減）となり、電化製品その他は40

百万円（同48.8％減）となっております。  

  

 【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
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 当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は前連結会計年度末に比べ39百万円増加し

7,338百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の325百万円の増加と、製品などのたな卸資

産が196百万円、建物及び構築物などの有形固定資産が61百万円減少したこと等であります。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ117百万円増加し2,689百万円となりました。主な要因は短期

借入金が258百万円増加する一方で長期借入金が157百万円減少したこと等であります。  

 純資産は前連結会計年度末に比べ77百万円減少し4,648百万円となりました。要因は利益剰余金が

158百万円減少し、為替換算調整勘定68百万円、その他有価証券評価差額金12百万円が、それぞれ増

加したことによります。  

  

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の640百万円から５百万円減少

し634百万円となりました。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・フローは、税金等調整前四半期純損失155百万円の計上、減価償却費

170百万円、売上債権の増加額５百万円、たな卸資産の減少額210百万円、仕入債務の増加額10百万

円などにより283百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出379百万円、定期預金の払戻に

よる収入48百万円、有形固定資産の取得による支出79百万円などにより381百万円の支出となりまし

た。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額176百万円、長期借入金の返済による

支出72百万円などにより97百万円の収入となりました。  

  

 業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績及び足下の受注状況等を勘案し、平成21年５

月12日発表の予想数値を変更しております。詳細は本日公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご覧ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

   定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 
  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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 当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。  

 当第２四半期連結累計期間につきましては、受注は前年同期とほぼ同水準まで回復し、それに伴

い売上高も増加傾向に転じました。その結果、営業損益は８月、９月と２ヶ月連続して黒字を確保

しましたが、４月～９月では営業損失が継続しています。しかし、固定費は前年度に実施した希望

退職者募集による人件費削減効果が着実に表れており、更に、今期に入りましてもグループを挙げ

て経費の削減等に取組んでおります。また、資金繰りも前年度では期初売上計画に基づく必要額を

銀行借入により調達済みでありますが、その後も随時見直しを行っております。  

 当第２四半期連結累計期間におきましても４月～９月の売上実績を踏まえ、資金繰り計画の見直

しを行いました。売上高の実績は1,508百万円と期初売上計画(４月～９月は930百万円)を大幅に上

回り、見直し後の資金繰り計画においても、今後一年間は安定した状態を保てる見通しでありま

す。  

 さらに、財務面では高い自己資本比率を維持しており、磐石な親会社の支援体制も不変であるこ

とから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。  

  

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

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,433,652 1,107,951

受取手形及び売掛金 909,576 897,291

製品 215,761 317,387

仕掛品 396,932 400,046

原材料及び貯蔵品 417,805 509,153

その他 18,984 44,054

貸倒引当金 △3,110 △3,905

流動資産合計 3,389,602 3,271,978

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,440,487 1,478,250

機械装置及び運搬具（純額） 1,081,220 1,091,637

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産（純額） 85,801 91,230

建設仮勘定 16,206 17,246

その他（純額） 32,279 38,667

有形固定資産合計 3,724,866 3,785,901

無形固定資産 41,747 42,234

投資その他の資産   

その他 196,503 213,493

貸倒引当金 △14,540 △14,540

投資その他の資産合計 181,963 198,953

固定資産合計 3,948,577 4,027,089

資産合計 7,338,180 7,299,067
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

支払手形及び買掛金 189,824 222,555

短期借入金 978,000 719,025

リース債務 12,498 12,498

未払法人税等 6,311 8,830

賞与引当金 24,668 33,814

その他 142,695 68,873

流動負債合計 1,353,997 1,065,597

固定負債   

長期借入金 1,164,467 1,321,687

リース債務 82,534 88,783

退職給付引当金 66,500 66,745

役員退職慰労引当金 20,501 27,993

その他 1,222 1,378

固定負債合計 1,335,226 1,506,588

負債合計 2,689,223 2,572,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,350 829,350

資本剰余金 1,015,260 1,015,260

利益剰余金 2,812,014 2,970,492

自己株式 △32,275 △32,275

株主資本合計 4,624,349 4,782,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,306 △4,979

為替換算調整勘定 17,300 △50,967

評価・換算差額等合計 24,606 △55,947

純資産合計 4,648,956 4,726,881

負債純資産合計 7,338,180 7,299,067
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,325,597 1,508,596

売上原価 1,862,461 1,295,172

売上総利益 463,135 213,424

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 120,084 100,407

賞与引当金繰入額 25,671 8,683

役員退職慰労引当金繰入額 3,677 3,651

退職給付費用 10,348 5,535

その他 313,217 270,797

販売費及び一般管理費合計 472,998 389,074

営業損失（△） △9,862 △175,650

営業外収益   

受取利息 1,503 780

受取配当金 1,670 650

為替差益 － 7,547

受取保険金 6,315 20,682

助成金収入 － 15,532

その他 1,707 1,229

営業外収益合計 11,196 46,421

営業外費用   

支払利息 17,194 16,017

為替差損 10,500 －

その他 9,136 4,458

営業外費用合計 36,830 20,475

経常損失（△） △35,496 △149,704

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 836

特別利益合計 － 836

特別損失   

固定資産売却損 256 －

固定資産除却損 388 2,361

投資有価証券評価損 5,186 －

割増退職金 － 3,142

たな卸資産評価損 273,272 －

その他 2,000 1,000

特別損失合計 281,104 6,503

税金等調整前四半期純損失（△） △316,600 △155,372

法人税、住民税及び事業税 3,710 3,262

法人税等調整額 △4,558 △155

法人税等合計 △847 3,106

四半期純損失（△） △315,752 △158,478
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △316,600 △155,372

減価償却費 185,837 170,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80 △795

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,346 △9,146

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,534 △244

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,622 △7,491

受取利息及び受取配当金 △3,173 △1,430

支払利息 17,194 16,017

為替差損益（△は益） 2,112 △8,998

割増退職金 － 3,142

固定資産売却損益（△は益） 252 －

固定資産除却損 388 2,361

投資有価証券評価損益（△は益） 5,186 －

売上債権の増減額（△は増加） 44,651 △5,586

たな卸資産の増減額（△は増加） 421,661 210,574

仕入債務の増減額（△は減少） 28,376 10,705

その他 △16,797 85,023

小計 362,572 308,939

利息及び配当金の受取額 2,808 864

利息の支払額 △16,765 △16,060

割増退職金の支払額 － △3,142

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,381 △6,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 356,996 283,871

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 △160,500 △379,100

定期預金の払戻による収入 200,000 48,000

有形固定資産の取得による支出 △41,648 △79,582

有形固定資産の売却による収入 268 －

無形固定資産の取得による支出 － △131

投資有価証券の取得による支出 △1,073 △1,000

貸付金の回収による収入 325 325

その他 △74 29,825

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,702 △381,665

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 114,700 176,332

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △314,822 △72,557

自己株式の取得による支出 △30,332 －

リース債務の返済による支出 － △6,249

配当金の支払額 △77,589 △363

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,043 97,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,732 △4,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,517 △5,398

現金及び現金同等物の期首残高 250,129 640,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 494,647 634,952
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該当事項はありません。 

  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 

 

 

 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 

 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,319,589 6,007 2,325,597 ─ 2,325,597

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 695,000 695,000 (695,000) ─

計 2,319,589 701,008 3,020,597 (695,000) 2,325,597

営業利益又は営業損失(△) △63,830 30,361 △33,468 23,606 △9,862

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

3.(会計方針の変更) 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法)に変更しております。この変更により、従前の方法によった場合と比較し
て、「日本」の営業利益が40,181千円、「アジア」の営業利益が43,203千円減少しております。

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,506,158 2,437 1,508,596 ─ 1,508,596

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ 161,839 161,839 (161,839) ─

計 1,506,158 164,277 1,670,435 (161,839) 1,508,596

営業損失(△) △97,889 △72,341 △170,231 (5,418) △175,650

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国

－10－ (TQ)

テクノクオーツ株式会社(5217)平成22年３月期　第２四半期決算短信



  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 

 

 

 

 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 365,353 109,498 474,852

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 2,325,597

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 4.7 20.4

(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.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) その他の地域……シンガポール、台湾、中国、イタリア

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。

アメリカ アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 254,932 346,921 601,853

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 1,508,596

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

16.9 23.0 39.9

(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.第１四半期連結会計期間より、表示上の重要性が増したため、前連結会計年度まで「その他の地域」
と表示していたものを「アジア」に変更しております。なお、「アジア」に含めて表示している主な
国に変更はありません。

3.本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アメリカ

(2) アジア……シンガポール、台湾、中国

4.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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)
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 当第２四半期連結累計期間の生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注)  1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は販売価格によっております。 

 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

 当第２四半期連結累計期間の受注実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

 当第２四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 1.品目間の取引については、相殺消去しております。 

 2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
 3.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

  

6．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目 生産高（千円） 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 1,281,364 54.4

 理化学機器用製品 35,955 72.7

 電化製品その他 20,849 55.7

合計 1,338,169 54.8

(2) 受注実績

品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 1,908,572 100.3 929,845 123.5

 理化学機器用製品 37,816 81.6 8,256 228.1

 電化製品その他 39,385 52.8 12,578 141.8

合計 1,985,775 98.1 950,680 124.2

(3) 販売実績

品目 販売高(千円) 前年同期比(％)

 半導体製造装置用製品 1,432,337 65.2

 理化学機器用製品 35,955 72.7

 電化製品その他 40,303 51.2

合計 1,508,596 64.9

相手先 前年同四半期(千円) 割合(％) 当第２四半期(千円) 割合(％)

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

72,914 3.1 309,231 20.5

Applied Materials,  Inc. 357,875 15.4 250,563 16.6
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