
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
     

   

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 1,133 △6.2 56 △63.9 58 △59.8 30 △77.3
25年３月期第１四半期 1,209 △10.2 156 △30.7 145 △33.4 134 △35.8

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 190百万円(△12.1％) 25年３月期第１四半期 216百万円(△2.5％)

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 3.94 －
25年３月期第１四半期 17.37 －

（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 ％

26年３月期第１四半期 8,109 5,798 71.5
25年３月期 7,754 5,662 73.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 5,798百万円 25年３月期 5,662百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 7.00 7.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 0.00 － 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 2,345 △1.0 81 △74.6 74 △75.8 42 △83.8 5.45
通期 4,700 2.1 207 △57.4 197 △61.3 115 △57.9 14.96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 7,800,000株 25年３月期 7,800,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 59,779株 25年３月期 59,779株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 7,740,221株 25年３月期１Ｑ 7,740,221株

※ 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、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。
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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。 

１．サマリー情報(注記事項)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
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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 1,490,137 1,864,853

受取手形及び売掛金 1,513,252 1,483,235

有価証券 200,000 200,000

製品 135,665 131,945

仕掛品 286,114 285,376

原材料及び貯蔵品 473,953 469,856

その他 159,768 108,866

貸倒引当金 △1,580 △1,536

流動資産合計 4,257,311 4,542,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,100,309 1,124,015

機械装置及び運搬具（純額） 849,952 923,590

土地 985,336 985,336

リース資産（純額） 68,311 70,236

建設仮勘定 179,221 150,400

その他（純額） 46,695 45,361

有形固定資産合計 3,229,826 3,298,940

無形固定資産 50,515 52,153

投資その他の資産   

その他 218,757 217,539

貸倒引当金 △1,942 △1,940

投資その他の資産合計 216,814 215,599

固定資産合計 3,497,157 3,566,692

資産合計 7,754,468 8,109,290
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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 236,117 218,813

短期借入金 761,712 891,632

リース債務 16,510 16,900

未払法人税等 60,594 9,175

賞与引当金 74,310 34,032

その他 275,640 226,828

流動負債合計 1,424,884 1,397,382

固定負債   

長期借入金 509,220 752,772

リース債務 56,315 57,671

退職給付引当金 81,156 87,317

役員退職慰労引当金 12,187 13,801

その他 8,040 1,840

固定負債合計 666,920 913,403

負債合計 2,091,804 2,310,785

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 3,827,643 3,804,023

自己株式 △32,608 △32,608

株主資本合計 5,639,645 5,616,025

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,010 2,128

為替換算調整勘定 15,006 180,350

その他の包括利益累計額合計 23,017 182,479

純資産合計 5,662,663 5,798,504

負債純資産合計 7,754,468 8,109,290
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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 1,209,123 1,133,960

売上原価 801,884 791,503

売上総利益 407,239 342,456

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 55,951 62,731

賞与引当金繰入額 11,856 12,381

役員退職慰労引当金繰入額 1,768 1,613

退職給付費用 3,424 3,927

その他 177,296 205,133

販売費及び一般管理費合計 250,297 285,787

営業利益 156,942 56,669

営業外収益   

受取利息 162 169

受取配当金 710 933

為替差益 － 2,344

受取保険金 1,045 1,753

その他 3,751 1,091

営業外収益合計 5,668 6,293

営業外費用   

支払利息 5,922 3,602

為替差損 10,339 －

その他 376 706

営業外費用合計 16,638 4,309

経常利益 145,973 58,653

特別損失   

固定資産除却損 117 838

特別損失合計 117 838

税金等調整前四半期純利益 145,855 57,814

法人税、住民税及び事業税 11,210 11,737

法人税等調整額 195 15,516

法人税等合計 11,405 27,253

少数株主損益調整前四半期純利益 134,449 30,561

四半期純利益 134,449 30,561

－5－ (TQ)

テクノクオーツ株式会社（5217）平成26年３月期　第１四半期決算短信



 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利益 134,449 30,561

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,003 △5,882

為替換算調整勘定 95,847 165,344

その他の包括利益合計 81,844 159,461

四半期包括利益 216,293 190,022

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 216,293 190,022
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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）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）
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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 1,051,939 △7.5

 その他 28,028 +6.2

合計 1,079,968 △7.2

  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 1,134,319 △14.2 854,906 △19.8

 その他 61,962 △21.0 17,189 △29.1

合計 1,196,282 △14.6 872,095 △20.0

  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 1,073,252 △5.2

 その他 60,707 △21.6

合計 1,133,960 △6.2

相手先 前年同期(千円) 割合(％) 当第１四半期(千円) 割合(％)

Applied Materials,  Inc. 371,227 30.7 390,109 34.4

Taiｗan Semiconductor 
Manufacturing Co.,Ltd.

228,989 18.9 210,894 18.6

－8－ (TQ)

テクノクオーツ株式会社（5217）平成26年３月期　第１四半期決算短信




