
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年10月29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 東 
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） 常務取締役経理部長 （氏名） 矢崎 七三 TEL 042-566-1111
四半期報告書提出予定日 平成25年11月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 1,331 △1.2 △455 ― △348 ― △521 ―
25年3月期第2四半期 1,347 △52.7 △567 ― △545 ― △609 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △495百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △616百万円 （―％）

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2四半期 △92.25 ―
25年3月期第2四半期 △107.86 ―

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2四半期 9,841 9,035 91.8 1,599.42
25年3月期 10,392 9,587 92.2 1,697.23
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  9,034百万円 25年3月期  9,586百万円

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  ：  有  
   詳細につきましては、本日（平成25年10月29日）公表いたしました「通期業績予想の修正及び配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」をご参照ください。

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
   詳細につきましては、本日（平成25年10月29日）公表いたしました「通期業績予想の修正及び配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」をご参照ください。

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 4,000 48.9 △200 ― △80 ― △280 ― △49.57



(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きの対象外であり、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 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施しています。 

※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、その 
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  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2Q 5,778,695 株 25年3月期 5,778,695 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 130,199 株 25年3月期 130,170 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 5,648,508 株 25年3月期2Q 5,648,597 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では安定成長へ向けた動きに停滞感が見られ、欧州では金

融市場に緊張緩和が見られたものの依然として経済は弱く、中国、インドなどアジア新興国においても、輸出や内

需の伸び悩みなどにより景気減速感が高まりました。  

 

 半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレット端末に加えウェアラブルデバイスが登場するなどモバ

イル機器向け需要は順調に拡大した一方、パソコンやデジタル家電向け需要は世界的な販売不振を受け一段と落ち

込みました。半導体市況は改善の兆しが見られたものの、大手半導体メーカーやファウンドリーは総じて半導体製

造装置への設備投資に慎重な姿勢を継続したことから、厳しい受注環境が続きました。  

 

 このような状況の中で、現下の厳しい経営環境を踏まえた収益構造の抜本的な改善を図るため、希望退職者の募

集や役員報酬の減額などにより固定費の削減策を推進しました。 

 一方、開発業務については、新規分野のＭＥＭＳ（微小機械電子システム）用ハンドラや新型ピッカーの開発が

概ね計画通り進捗しました。  

  

 以上の結果、受注高は15億71百万円（前年同期比9.7％増）、売上高は13億31百万円（同1.2％減）となりまし

た。製品別売上高はハンドラ5億68百万円（同41.8％増）、テスタ2億25百万円（同40.4％減）、パーツ等5億37百

万円（同5.4％減）となりました。  

 損益面は、売上の低迷と研究開発費の負担増などにより、営業損失は4億55百万円（前年同期は営業損失5億67百

万円）、経常損失は3億48百万円（同経常損失5億45百万円）となりました。四半期純損失は、希望退職者募集に伴

う特別損失1億55百万円の計上により、5億21百万円（同四半期純損失6億9百万円）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権や投資有価証券が減少したことなどから、前連結会計

年度末に比べ5億50百万円減少し、98億41百万円となりました。  

 負債は、未払金が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ1百万円増加し、8億6百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ5億52百万円減少

し、90億35百万円となりました。  

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 半導体市況はモバイル機器市場の拡大を背景に回復基調に転じていますが、大手半導体メーカーやファウンドリ

ーの設備投資が本格化していないことから、受注、売上が想定以上に低迷しており、期初計画の達成が困難となり

ましたので、通期の業績予想および配当予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日公表の「通期業績予想の修正及び配当予想の修正（無配）に関するお知らせ」をご参

照ください。 

   

   

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,511 2,728

受取手形及び売掛金 1,003 651

有価証券 342 143

製品 158 199

仕掛品 661 722

原材料 515 427

未収消費税等 30 24

未収還付法人税等 7 5

その他 60 74

貸倒引当金 △14 △18

流動資産合計 5,278 4,959

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,532 2,532

減価償却累計額 △1,969 △1,988

建物及び構築物（純額） 563 544

機械装置及び運搬具 294 296

減価償却累計額 △279 △282

機械装置及び運搬具（純額） 14 13

工具、器具及び備品 853 855

減価償却累計額 △818 △825

工具、器具及び備品（純額） 34 30

土地 1,886 1,886

有形固定資産合計 2,500 2,474

無形固定資産   

のれん 12 －

その他 11 4

無形固定資産合計 24 4

投資その他の資産   

投資有価証券 2,423 2,224

保険積立金 146 161

その他 27 24

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 2,589 2,402

固定資産合計 5,114 4,882

資産合計 10,392 9,841



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 134 144

リース債務 0 －

未払金 60 248

未払費用 138 121

未払法人税等 22 16

賞与引当金 80 26

製品保証引当金 16 12

その他 71 46

流動負債合計 524 616

固定負債   

繰延税金負債 65 47

退職給付引当金 208 136

長期未払金 5 5

固定負債合計 279 190

負債合計 804 806

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 3,739 3,161

自己株式 △202 △202

株主資本合計 9,429 8,851

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 383 347

為替換算調整勘定 △226 △165

その他の包括利益累計額合計 157 182

少数株主持分 1 1

純資産合計 9,587 9,035

負債純資産合計 10,392 9,841



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,347 1,331

売上原価 1,218 1,055

売上総利益 129 275

販売費及び一般管理費   

販売手数料 28 34

荷造運搬費 15 14

役員報酬 63 58

給料手当及び賞与 176 193

法定福利費 27 23

賞与引当金繰入額 23 7

減価償却費 7 7

研究開発費 161 203

貸倒引当金繰入額 △10 5

のれん償却額 25 12

その他 179 169

販売費及び一般管理費合計 696 730

営業損失（△） △567 △455

営業外収益   

受取利息 38 36

受取配当金 13 34

投資有価証券売却益 － 7

為替差益 － 24

その他 4 4

営業外収益合計 55 106

営業外費用   

為替差損 32 －

その他 0 0

営業外費用合計 33 0

経常損失（△） △545 △348

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券評価損 45 －

固定資産除却損 1 －

早期退職関連費用 － 155

特別損失合計 47 155

税金等調整前四半期純損失（△） △592 △504

法人税、住民税及び事業税 9 16

法人税等調整額 7 －

法人税等合計 17 16

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △609 △520

少数株主利益 0 0

四半期純損失（△） △609 △521



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △609 △520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 △35

為替換算調整勘定 △11 60

その他の包括利益合計 △7 25

四半期包括利益 △616 △495

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △616 △495

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

  

受注及び販売の状況  

(1) 受注実績  
  

  （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) 受注残高 
  

 （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 
  

 （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）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）

４．補足情報

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日)  

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  50  △53.0  460  11.8

テスタ  405  102.4  489  34.2

パーツ等  305  6.2  622  △5.2

合計  761  27.9  1,571  9.7

  

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成25年９月30日) 

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  121  △42.6

テスタ  399  57.5

パーツ等  229  24.7

合計  749  15.6

  

  

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
  至 平成25年９月30日)  

金額 
（百万円） 

対前年同期増減率
（％） 

金額 
（百万円）  

対前年同期増減率
（％） 

ハンドラ  82  △65.1  568  41.8

テスタ  143  △29.1  225  △40.4

パーツ等  278  △5.4  537  △5.4

合計  503  △31.2  1,331  △1.2
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