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当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）の業績は、国内では、化成品事業で

情報通信関連の新製品を中心に電機・電子関連の需要が堅調に推移し、その他事業でも金型の売上の増加

はありましたが、鋲螺、加工品事業において、住宅・建材関連、携帯電話関連、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。東アジアでは中

国における自動車関連の需要増等がありましたが、家電部品等で需要が減少傾向となっていること等によ

り低調な推移となりました。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３四半期連結累計期間の売上高は65,882百万円、営業利益は1,885百万円、経常利益は

1,653百万円となり、四半期純利益は918百万円となりました。         

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前期末比970百万円増の54,110百万円となりました。

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2,124百万円減少する一方、本

社移転のための土地・新社屋の取得とそれに伴う改装工事のほか、新たな営業拠点の設立による土地・建

物の取得、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3,094百万円増加

したことによるものです。         

 また負債は、前期末比1,118百万円増の20,461百万円となりました。これは、取引高の減少に伴う仕入

債務の減少等はありましたが、短期借入金の増加等により流動負債が前期末比1,278百万円増加したこと

によるものです。純資産は、前期末比148百万円減の33,648百万円となりました。これは、利益剰余金が

増加したことにより株主資本が前期末比533百万円増加しましたが、為替換算調整勘定の減少等により評

価・換算差額等で前期末比668百万円の減少があったことによるものです。         
  

業績予想につきましては、当第３四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10月31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。 
  

（通期） 

 
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A） 90,000 3,000 3,000 1,800 93 40

今回発表予想（B） 81,000 1,200 1,000 600 31 13

増減額（B-A） △9,000 △1,800 △2,000 △1,200 ―

増減率（％） △10.0 △60.0 △66.7 △66.7 ―
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該当事項はありません。 

  

 ① 簡便な会計処理 

重要なものはありません。 

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

 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） 

従来たな卸資産の評価基準について、主として原価法によっておりましたが、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ32百万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、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、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 

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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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,788 3,272

受取手形及び売掛金 27,118 29,428

商品 7,041 6,785

その他のたな卸資産 359 409

その他 1,618 1,157

貸倒引当金 △40 △43

流動資産合計 38,885 41,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,579 3,515

土地 4,505 4,262

建設仮勘定 2,960 10

その他（純額） 1,003 1,067

有形固定資産合計 12,048 8,856

無形固定資産 1,185 1,141

投資その他の資産   

投資有価証券 954 1,141

その他 1,083 1,039

貸倒引当金 △49 △49

投資その他の資産合計 1,989 2,131

固定資産合計 15,224 12,129

資産合計 54,110 53,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,920 14,246

短期借入金 6,100 1,741

未払法人税等 114 805

賞与引当金 309 661

その他 1,547 1,258

流動負債合計 19,992 18,713

固定負債   

退職給付引当金 5 1

役員退職慰労引当金 142 153

その他 321 474

固定負債合計 469 629

負債合計 20,461 19,342
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 24,195 23,661

自己株式 △551 △551

株主資本合計 33,782 33,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 120 246

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △799 △257

評価・換算差額等合計 △679 △11

少数株主持分 544 558

純資産合計 33,648 33,796

負債純資産合計 54,110 53,139
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 65,882

売上原価 53,499

売上総利益 12,383

販売費及び一般管理費 10,497

営業利益 1,885

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 23

仕入割引 115

その他 122

営業外収益合計 294

営業外費用  

支払利息 49

売上割引 12

為替差損 275

その他 189

営業外費用合計 526

経常利益 1,653

税金等調整前四半期純利益 1,653

法人税、住民税及び事業税 463

法人税等調整額 203

法人税等合計 666

少数株主利益 68

四半期純利益 918

㈱テクノアソシエ（8249）平成21年３月期　第３四半期決算短信

-6-



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。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円）

 

 

 

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、当第３四半期連結累計期間の営業

利益が、「鋲螺事業」で5百万円、「加工品事業」で16百万円、「金属・電材・化成品事業」で7百万円、

「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、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。この変更による当第３四半期連結累計期間の各事業別

セグメントの営業利益に与える影響は軽微であります。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

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 15,470 32,531 12,352 5,528 65,882 ― 65,882

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 15,470 32,531 12,352 5,528 65,882 (―) 65,882

営業利益 719 709 247 208 1,885 (―) 1,885

(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 

事業区分 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
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円） 

 

 
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、当第３四半期連結累計期間の営業

利益が、「日本」で32百万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、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。この変更による当第３四半期連結累計期間の「日本」

の営業利益に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」に含めて表示しておりましたが、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３四半期

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7,636百万円増加し、営業利益は449

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３四半期連結

累計期間において当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：百万円）

 
  

該当事項はありません。 

  

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 52,230 5,080 8,571 65,882 ― 65,882

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
2,464 2,555 191 5,211 (5,211) ―

計 54,695 7,636 8,762 71,094 (5,211) 65,882

営業利益 948 449 480 1,877 8 1,885

(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)東アジア  ・・・中国（香港を含む）・台湾

    (2)その他の地域 

     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欧州    ・・・英国・チェコ

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 58,470 5,010 9,690 73,171 ― 73,171

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
2,665 2,315 249 5,231 (5,231) ―

計 61,136 7,326 9,939 78,402 (5,231) 73,171

営業利益 2,311 673 804 3,789 23 3,813

(5) 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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前年同四半期にかかる財務諸表等 

   前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

                    （単位：百万円） 

 

※ 当第３四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３四半期連結損益計算書では売上

高、売上原価よりそれぞれ1,606百万円を除いております。 

  

「参考資料」

(1) （要約）前第３四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日）

金額

Ⅰ 売上高 73,171

Ⅱ 売上原価 59,546

   売上総利益 13,624

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,811

   営業利益 3,813

Ⅳ 営業外収益 347

Ⅴ 営業外費用 258

   経常利益 3,901

Ⅵ 特別損失 84

  税金等調整前四半期 

  純利益
3,816

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,197

   法人税等調整額 223

   少数株主利益 100

   四半期純利益 2,295
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （単位：百万円）

 

 

 
  

３ 当第３四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３四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1,606百万円を除いております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （単位：百万円）

 

 
３ 当第３四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３四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1,606百万円を除いております。 

(2) セグメント情報

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 16,008 39,901 12,938 4,322 73,171 ― 73,171

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 16,008 39,901 12,938 4,322 73,171 (―) 73,171

営業費用 14,650 38,126 12,473 4,107 69,358 (―) 69,358

営業利益 1,358 1,774 465 214 3,813 (―) 3,813

(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 

事業区分 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

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 58,470 14,700 73,171 ― 73,171

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
2,665 2,565 5,231 (5,231) ―

計 61,136 17,266 78,402 (5,231) 73,171

営業費用 58,824 15,788 74,613 (5,255) 69,358

営業利益 2,311 1,477 3,789 23 3,813

(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
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