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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 1,347 6.0 226 157.4 219 183.1 209 179.3

23年３月期第１四半期 1,271 110.0 88 － 77 － 74 －

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 221百万円(180.4％) 23年３月期第１四半期 79百万円(－％)

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 27 05 － －

23年３月期第１四半期 9 68 － －

 (2) 連結財政状態

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 7,787 5,100 65.5

23年３月期 7,563 4,917 65.0

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 5,100百万円 23年３月期 4,917百万円

2. 配当の状況

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 － － － － － － 5 00 5 00

24年３月期 － －

24年３月期(予想) － － － － 5 00 5 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)

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) 2,348 △2.8 32 △81.7 9 △93.6 3 △97.4 0 46
通期 4,980 4.5 307 △9.1 261 △8.6 225 △11.4 29 09



  

 
  

 
  

 
  

(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のレビュー手続は終了してい

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いる業績見通し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。 

  

4. その他
 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

     (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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

 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 7,800,000株 23年３月期 7,800,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 59,779株 23年３月期 59,779株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 7,740,221株 23年３月期１Ｑ 7,741,200株
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

1． サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

－2－ （ＴＱ）

テクノクオーツ株式会社（5217）平成24年３月期　第１四半期決算短信



2． 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 1,105,671 1,040,072

受取手形及び売掛金 1,592,097 1,874,356

有価証券 60,000 60,000

製品 228,985 248,351

仕掛品 343,283 358,213

原材料及び貯蔵品 556,471 569,711

その他 88,447 70,302

貸倒引当金 △4,893 △5,782

流動資産合計 3,970,063 4,215,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,288,912 1,279,443

機械装置及び運搬具（純額） 882,946 849,141

土地 1,068,870 1,068,870

リース資産（純額） 69,515 66,800

建設仮勘定 35,823 69,630

その他（純額） 24,251 22,906

有形固定資産合計 3,370,319 3,356,792

無形固定資産 37,692 37,439

投資その他の資産

その他 186,585 178,531

貸倒引当金 △1,080 △609

投資その他の資産合計 185,505 177,921

固定資産合計 3,593,517 3,572,152

資産合計 7,563,580 7,787,378
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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 279,734 276,001

短期借入金 892,904 975,133

リース債務 12,498 12,498

未払法人税等 19,689 20,084

賞与引当金 68,628 34,722

その他 163,163 203,332

流動負債合計 1,436,619 1,521,772

固定負債

長期借入金 1,053,244 1,002,676

リース債務 63,786 60,661

退職給付引当金 74,823 82,348

役員退職慰労引当金 16,289 18,030

その他 1,748 1,701

固定負債合計 1,209,891 1,165,418

負債合計 2,646,511 2,687,191

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 3,230,428 3,401,125

自己株式 △32,608 △32,608

株主資本合計 5,042,431 5,213,128

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,598 △7,249

為替換算調整勘定 △127,960 △105,691

その他の包括利益累計額合計 △125,361 △112,940

純資産合計 4,917,069 5,100,187

負債純資産合計 7,563,580 7,787,378
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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 1,271,479 1,347,168

売上原価 958,929 879,361

売上総利益 312,550 467,806

販売費及び一般管理費

給料及び手当 52,072 59,325

賞与引当金繰入額 11,084 12,648

役員退職慰労引当金繰入額 1,718 1,740

退職給付費用 6,798 4,977

貸倒引当金繰入額 723 823

その他 152,126 161,747

販売費及び一般管理費合計 224,523 241,262

営業利益 88,026 226,543

営業外収益

受取利息 159 81

受取配当金 610 1,090

技術指導料 1,648 2,242

受取販売奨励金 － 3,372

償却債権取立益 － 5,679

その他 1,656 932

営業外収益合計 4,074 13,397

営業外費用

支払利息 6,479 6,572

為替差損 1,314 9,124

売上割引 6,753 4,961

貸倒引当金繰入額 100 －

その他 － 37

営業外費用合計 14,646 20,696

経常利益 77,453 219,245

特別損失

固定資産除却損 175 513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 762 －

特別損失合計 937 513

税金等調整前四半期純利益 76,515 218,732

法人税、住民税及び事業税 1,611 8,126

法人税等調整額 △60 1,207

法人税等合計 1,550 9,333

少数株主損益調整前四半期純利益 74,965 209,398

四半期純利益 74,965 209,398
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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利益 74,965 209,398

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,977 △9,847

為替換算調整勘定 12,130 22,268

その他の包括利益合計 4,153 12,420

四半期包括利益 79,119 221,818

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 79,119 221,818
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 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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、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.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 金額は消費税等を含んでおりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) 1.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 

 
 2.金額は消費税等を含んでおりません。 

  

3．補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比(％)

 半導体 1,254,739 ＋18.1

 その他 34,423 △0.2

合計 1,289,163 ＋17.6

  ② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 半導体 1,324,392 ＋7.6 1,371,772 ＋9.2

 その他 61,479 ＋26.2 38,040 ＋47.5

合計 1,385,871 ＋8.3 1,409,813 ＋10.0

  ③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

 半導体 1,284,712 ＋4.9

 その他 62,455 ＋34.4

合計 1,347,168 ＋6.0

相手先 前年同期(千円) 割合(％) 当第１四半期(千円) 割合(％)

Applied Materials,  Inc. 362,871 28.5 348,296 25.9

Taiｗan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

161,673 12.7 187,277 13.9
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