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・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
当第１四半期（平成20年4月1日～平成20年6月30日）の業績は、国内では、化成品事業は携帯電話を中心と

した電機・電子関連及び自動車関連の需要が堅調に推移しましたが、鋲螺、加工品事業において、家電部品

関連で需要が低迷したことなどから、全体では低調な推移となりました。        

　海外では、北米は自動車及び電機・電子関連で需要が減少し低調な推移となりましたが、東アジアでは中

国における家電部品、自動車関連の需要増等により好調に推移しました。また、東南アジアでは、マレーシ

アの家電部品等での需要減はありましたが、シンガポール、タイでは家電部品、自動車関連の需要が増加し、

全体として堅調な推移となりました。

　この結果、当第1四半期の売上高は22,689百万円、営業利益は695百万円、経常利益は736百万円となり、四

半期純利益は442百万円となりました。        

2. 連結財政状態に関する定性的情報
第１四半期末における総資産は、前期末比2,335百万円増の55,475百万円となりました。これは、売上高の

減少に伴う売上債権の減少等により流動資産が前期末比557百万円減少する一方、本社移転のための土地・新

社屋の取得や、新システム導入に伴うソフトウェアの資産計上等により固定資産が前期末比2,893百万円増加

したことにあります。        

　また負債は、前期末比2,170百万円増の21,513百万円となりました。これは、短期借入金の増加等から流動

負債が前期末比2,176百万円増加していることによるものです。純資産は、前期末比165百万円増の33,962百

万円となりました。これは、利益剰余金が前期末比249百万円増加したことが主な要因です。        

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、当第1四半期連結累計期間の業績及び需要動向を踏まえ、平成20年５月９日に公

表しました業績予想を下記のとおり変更いたします。       

　なお、下記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後の様々な要

因により予想と異なる結果となる可能性があります。

（第２四半期連結累計期間）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A） 47,000 2,000 2,100 1,300 67 45

今回発表予想（B） 46,000 1,500 1,600 1,000 51 89

増減額（B-A） △1,000 △500 △500 △300 ―

増減率（％） △2.1 △25.0 △23.8 △23.1 ―

（通期）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり

四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A） 98,000 4,700 4,900 3,000 155 66

今回発表予想（B） 96,000 4,000 4,200 2,600 134 91

増減額（B-A） △2,000 △700 △700 △400 ―

増減率（％） △2.0 △14.9 △14.3 △13.3 ―
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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)

該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

(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

　 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　 ② 会計方針の変更

　（たな卸資産の評価基準及び評価方法）

親会社及び国内子会社において、従来たな卸資産の評価基準について、原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成

18年7月5日）を適用し、原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

29百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、当第

1四半期連結会計期間より移動平均法に変更しております。これは、当連結会計年度から新たな商品管

理システムを導入したことに伴い、たな卸資産の受入及び払出原価をその都度適時に把握できる移動平

均法を採用し、期間損益をより迅速かつ適正に反映できることとなったため、変更したものです。な

お、この変更による営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,475 3,272

受取手形及び売掛金 28,593 29,428

たな卸資産 7,166 7,194

その他 1,258 1,157

貸倒引当金 △41 △43

流動資産合計 40,452 41,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,469 3,515

土地 4,558 4,262

建設仮勘定 2,485 10

その他 1,054 1,067

有形固定資産合計 11,567 8,856

無形固定資産   

無形固定資産合計 1,191 1,141

投資その他の資産   

投資有価証券 1,254 1,141

その他 1,061 1,039

貸倒引当金 △53 △49

投資その他の資産合計 2,263 2,131

固定資産合計 15,022 12,129

資産合計 55,475 53,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,538 14,246

短期借入金 5,270 1,741

未払法人税等 182 805

賞与引当金 313 661

その他 1,585 1,258

流動負債合計 20,890 18,713

固定負債   

退職給付引当金 4 1

役員退職慰労引当金 122 153

その他 496 474

固定負債合計 622 629

負債合計 21,513 19,342
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金 5,137 5,137

利益剰余金 23,911 23,661

自己株式 △551 △551

株主資本合計 33,498 33,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 331 246

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △385 △257

評価・換算差額等合計 △53 △11

少数株主持分 517 558

純資産合計 33,962 33,796

負債純資産合計 55,475 53,139
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 (2)【四半期連結損益計算書】 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高 22,689

売上原価 18,416

売上総利益 4,273

販売費及び一般管理費 3,577

営業利益 695

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 11

仕入割引 39

その他 39

営業外収益合計 102

営業外費用  

支払利息 13

売上割引 4

為替差損 37

その他 5

営業外費用合計 61

経常利益 736

税金等調整前四半期純利益 736

法人税、住民税及び事業税 126

法人税等調整額 140

少数株主利益 26

四半期純利益 442
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　 当第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)

　 (単位：百万円)

鋲螺 加工品
金属・電材
・化成品

その他 計
消去又は

全社
連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,610 10,887 4,279 1,911 22,689 ― 22,689

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 5,610 10,887 4,279 1,911 22,689 (―) 22,689

営業利益 225 278 86 105 695 (―) 695

(注) １ 事業区分の方法

　事業区分は売上集計区分によっております。

２ 各事業区分の主要商品 

品種区分 主  要  商  品

　 鋲螺 鉄・黄銅・ステンレス等のねじ、ボルト、ナット、ワッシャー類

　 加工品 各種金属素材を加工した特殊設計品、セット品、組立品

　 金属 伸銅品、軽金属、特殊鋼等の金属素材

　 電材 電子部品材料、化合物半導体、超硬工具等

　 化成品 自動車用防振ゴム・ホース及び組立電線、工業用テープ、樹脂製品、その他

　 その他 各種産業用機器、 その他

３ 会計方針の変更 

「定性的情報・財務諸表等 4. その他 (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 ② 会計方針の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」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、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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「鋲螺事業」で5百万円、「加工

品事業」で15百万円、「金属・電材・化成品事業」で6百万円、「その他事業」で2百万円減少しております。

　また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更による各事業別セグメントの営業利益へ与える

影響は軽微であります。

決算短信 2008年07月28日 11時20分 05271xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）

㈱テクノアソシエ（8249）平成21年３月期　第１四半期決算短信

-7-



〔所在地別セグメント情報〕

　 当第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)

　                           (単位：百万円)

日本 東アジア その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 18,359 1,599 2,730 22,689 ― 22,689

(2) セグメント間の内部売上高 981 1,231 48 2,262 (2,262) ―

計 19,341 2,831 2,778 24,951 (2,262) 22,689

営業利益 338 207 161 707 (12) 695

(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)北米 ・・・米国・メキシコ

　 (2)東南アジア・・・シンガポール・マレーシア・タイ

　 (3)東アジア ・・・中国（香港を含む）・台湾

　 (4)欧州 ・・・英国・チェコ

３ 会計方針の変更 

「定性的情報・財務諸表等 4. その他 (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 ② 会計方針の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」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、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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「日本」で29百万円減少してお

ります。

　また、親会社において、従来たな卸資産の評価方法について、総平均法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より移動平均法に変更しております。この変更による「日本」の営業利益へ与える影響は軽微

であります。

４．記載対象セグメントの変更

「東アジア」は前連結会計年度において「その他の地域」に含めて表示していましたが、当第１四半期連結会

計期間において全セグメントの売上高の10％を超えたため区分掲記しました。この結果、前第１四半期連結累計

期間と同様の区分によった場合に比べて、東アジアの売上高は2,831百万円増加し、営業利益は207百万円増加し

ており、その他の地域については、それぞれ同額減少しております。なお、前第１四半期連結累計期間において

当第１四半期連結累計期間の地域区分によった場合の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

　 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

　                          (単位：百万円)

日本 東アジア その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 18,565 1,654 2,968 23,188 ― 23,188

(2) セグメント間の内部売上高 887 831 51 1,770 (1,770) ―

計 19,453 2,485 3,020 24,959 (1,770) 23,188

営業利益 805 202 213 1,221 (9) 1,211

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期にかかる財務諸表
(1) （要約）前四半期連結損益計算書

　 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

　 （単位：百万円）

科 目

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金額

Ⅰ 売上高 23,188

Ⅱ 売上原価 18,790

　 売上総利益 4,398

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,186

　 営業利益 1,211

Ⅳ 営業外収益 104

Ⅴ 営業外費用 23

　 経常利益 1,292

　 税金等調整前四半期

　 純利益
1,292

　 法人税、住民税

　 及び事業税
295

　 法人税等調整額 215

　 少数株主利益 27

　 四半期純利益 754

※ 当第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と整合を取るため、前連結会計年

度より売上高に含めないこととした納入代行取引について、前第１四半期連結損益計算

書では売上高、売上原価よりそれぞれ553百万円を除いております。
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(2) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

  (単位：百万円)

鋲螺 加工品
金属・電材

・化成品
その他 計

消去又は

全社
連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 5,101 12,691 4,037 1,358 23,188 ― 23,188

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 5,101 12,691 4,037 1,358 23,188 (―) 23,188

営業費用 4,694 12,097 3,888 1,296 21,976 (―) 21,976

営業利益 406 594 149 61 1,211 (―) 1,211

(注) １ 事業区分の方法

　事業区分は売上集計区分によっております。

２ 各事業区分の主要商品 

品種区分 主  要  商  品

　 鋲螺 鉄・黄銅・ステンレス等のねじ、ボルト、ナット、ワッシャー類

　 加工品 各種金属素材を加工した特殊設計品、セット品、組立品

　 金属 伸銅品、軽金属、特殊鋼等の金属素材

　 電材 電子部品材料、化合物半導体、超硬工具等

　 化成品 自動車用防振ゴム・ホース及び組立電線、工業用テープ、樹脂製品、その他

　 その他 各種産業用機器、 その他

３ 当第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報と整合を取るため、前連結会計年度より売上高に

含めないこととした納入代行取引について、前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報では、

金属・電材・化成品事業の売上高、営業費用よりそれぞれ553百万円を除いております。

〔所在地別セグメント情報〕

　 前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

(単位：百万円)

日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 18,565 4,622 23,188 ― 23,188

(2) セグメント間の内部売上高 887 883 1,770 (1,770) ―

計 19,453 5,505 24,959 (1,770) 23,188

営業費用 18,648 5,090 23,738 (1,761) 21,976

営業利益 805 415 1,221 (9) 1,211

(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)北米 ・・・米国・メキシコ

　 (2)東南アジア・・・シンガポール・マレーシア・タイ

　 (3)東アジア ・・・中国（香港を含む）・台湾

３ 当第１四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報と整合を取るため、前連結会計年度より売上高に含め

ないこととした納入代行取引について、前第１四半期連結累計期間の所在地別セグメント情報では、日本の売

上高、営業費用よりそれぞれ553百万円を除いております。

決算短信 2008年07月28日 11時20分 05271xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

㈱テクノアソシエ（8249）平成21年３月期　第１四半期決算短信

-10-




