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１）概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期は米国のサブプライムローン問題の影響による金融

不安を背景に米国経済が急減速しましたが、生産については、自動車などの輸送機器や電子部品が弱

含みになりながらも持ちこたえ、企業収益は総じて安定傾向で推移しました。しかし、米国大手投資

銀行の破綻に端を発した金融危機が深刻化した10月以降は、過去に例がない位の急激な生産調整・在

庫調整が入り、内外需共激減し、企業は設備投資の先送りや雇用の削減を進め実体経済の悪化が急速

に進みました。  

このような環境のもと当社グループは、産業構造や市場動向の変化に対応し、経営効率向上のため

営業拠点の統廃合による再編強化や本社移転を行ない、新しい基幹情報システムの活用により業務効

率の向上を図り、営業体制、品質保証体制、管理体制を強化いたしました。またものづくりを推進す

るための基盤作りとしてメーカーとの業務提携の推進、メキシコモンテレイ支店の開設、中国切削工

場の稼動、シリコンゴム成型メーカー及び試作品メーカーへの出資等を通じて、国内外拠点の拡充を

図り、エンジニアリング・カンパニーとしての体制整備を行い、自動車関連分野、電機・電子分野、

情報通信分野、住建・住設分野へ積極的な増拡販活動に取り組んでまいりました。 

この結果、当期の連結売上高は80,292百万円と前期比 17,040百万円(17.5%)の減収となりました。

また経常利益は1,136百万円と前期比 3,817百万円(77.1%)の減益、当期純利益も507百万円と前期比

2,408百万円(82.6%)の減益となりました。 

２）事業の種類別セグメント 

ａ.鋲螺事業 

鋲螺事業は、国内で家電部品関連の需要が低迷し、さらに海外でも中国で家電部品関連、北米で電

機・電子関連の需要が低迷したことなどにより、売上高は19,434百万円と前期比2,980百万円

（13.3%）の減収となりました。営業利益も602百万円と前連結会計年度に比べ1,071百万円（64.0%）

の減少となりました。 

ｂ.加工品事業 

加工品事業は、国内で家電部品関連、携帯電話関連を中心に電機・電子関連で需要が低迷したこと

等により大幅に減収となり、海外でも中国、北米で家電部品関連を中心に電機・電子関連で需要の減

少があったこと等により、売上高は38,652百万円と前期比12,629百万円（24.6%）の減収となりまし

た。営業利益も288百万円と前連結会計年度に比べ2,016百万円（87.5%）の減少となりました。 

ｃ.金属・電材・化成品事業 

金属・電材・化成品事業は、国内で化成品において情報通信関連の新製品を中心に電機・電子関連

の需要の伸長はありましたが、輸送機向けの化成品や、電子部品向けの電材品で需要の減少があり、

さらに海外でも北米で家電部品関連を中心に電機・電子関連の需要の減少があったこと等により、売

上高は14,895百万円と前期比2,186百万円（12.8%）の減収となりました。営業利益も119百万円と前

連結会計年度に比べ479百万円（80.1%）の減少となりました。 

ｄ.その他の事業 

その他の事業は、国内で電機・電子関連の金型関係の需要が増加したことから、売上高は7,309百

万円と前期比756百万円（11.5%）の増収となりました。営業利益は、販管費の増加に伴い176百万円

と前連結会計年度に比べ199百万円（53.1%）の減少となりました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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３）所在地別セグメント 

ａ.日本 

日本では、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ましたが、携帯電

話関連、家電部品関連で需要が低迷したこと等により、売上高は63,918百万円と前連結会計年度に比

べ14,605百万円（18.6%）の減収となりました。また、営業利益も309百万円と前連結会計年度に比べ

2,768百万円（89.9%）の減少となりました。 

ｂ.東アジア 

東アジアでは、中国における自動車関連の需要増はありましたが、家電部品関連の需要減等によ

り、売上高は6,236百万円と前連結会計年度に比べ107百万円（1.7%）の減収となりました。また、営

業利益も483百万円と前連結会計年度に比べ411百万円（46.0%）の減少となりました。 

ｃ.その他の地域 

その他の地域では、米国で、自動車関連及び電機・電子関連で需要が減少し、さらに東南アジアに

おいても、シンガポール、タイで家電部品関連、自動車関連の需要減等により、売上高は10,136百万

円と前連結会計年度に比べ2,326百万円（18.7%）の減収となりました。また、営業利益も395百万円

と前連結会計年度に比べ568百万円（59.0%）の減少となりました。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、当連結会計年度末には

2,885百万円と前連結会計年度末に比べ387百万円（11.8％）の減少となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、3,113百万円（前連結会計年度は4,558百万円の収入）となりまし

た。これは主に、仕入債務の減少はありましたが、売上債権の回収が進んだことによるものでありま

す。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、5,274百万円（前連結会計年度は4,001百万円の支出）となりまし

た。これは主に、国内新本社ビル、事業拠点統合のための土地、建物等の有形固定資産の取得によるも

のであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、2,259百万円（前連結会計年度は672百万円の収入）となりました。

これは主に、運転資金としての短期借入金の増加によるものであります。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 
※自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息支払額 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率（％） 63.9 63.0 62.5 66.8

時価ベースの
自己資本比率（％）

56.2 52.8 40.3 19.9

債務償還年数（年） 0.6 0.9 0.4 1.4

インタレスト・
カバレッジ・レシオ

44.1 35.3 113.0 47.5
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1.いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。 

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金額を対象としており

ます。 

4.利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの利息の

  支払額を使用しております。 

  

株主各位への利益配分につきましては、長期的観点に立ち安定的な配当を維持し、財務体質を一層健

全化することを基本としております。また内部留保につきましては、将来の収益力維持向上を図るため

経営体制の効率化・省力化のための投資等に活用し企業体質と企業競争力のさらなる強化に取組んでま

いります。 

  

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のある事項の内、主要なものは以下の

とおりです。 

記載内容の内、将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

す。 

１．経済情勢・需要動向に係るリスク 

当社グループは、電機・電子関連、自動車関連、住宅・建材関連などの各分野にわたって事業を行

っており、また地域的には日本の他、北米、東南アジア、中国、欧州で事業を展開しております。こ

のため、各市場分野や各地域における需要変動、各国の政治経済情勢、法律・規制の変更などが当社

グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．為替変動のリスク 

当社グループの海外関係会社は15社となっており、連結売上高に占める海外売上高比率は当連結会

計期間において20.7％であり、今後も海外における事業のウェイトは高くなると予想されます。この

ことから、連結財務諸表作成時における米国ドル、香港ドル、人民元等の主要通貨の為替レートの変

動が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、短期的な為替変

動に対しては為替予約取引などによるリスク軽減を図っておりますが、海外取引が増加傾向にあるこ

となど、為替変動が当社グループの業績及び財政状態に及ぼす影響が拡大する可能性があります。 

  

３．与信リスク 

当社グループの与信管理は販売顧客の業容・財政状態に応じて与信枠の設定を行うとともに、一定

期間ごとに継続して信用状態の把握を行い、不良債権の発生を防止しております。当社グループの製

品の得意先は業界大手・中堅及びその関連企業が中心でありますが、近年、得意先の納入業者への直

接販売となるケースも増加しており、貸倒引当金の積み増し設定を要する可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

-5-

㈱テクノアソシエ（8249）　平成21年３月期決算短信



４．原材料等の市況価格上昇のリスク 

原材料価格の高騰などにより当社グループの仕入調達価格が上昇する場合があります。その際に価

格上昇分を販売価格に転嫁できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

５．製品の品質に係るリスク 

当社グループでは、製品及び取扱い商品の品質確保に万全の対策を講じておりますが、製品の欠陥

やクレームの発生を皆無にすることは困難であります。当社グループでは今後とも製品及び取扱い商

品の品質確保・品質保証体制の整備拡充に注力してまいりますが、重大な欠陥やクレームの発生が当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

６．災害等のリスク 

当社グループは、日本・北米・アジアを中心に世界各地で事業を展開しており、これら地域におけ

る大規模な自然災害、疾病、紛争、テロやストライキ等の社会的混乱の発生が当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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２ 企業集団の状況

 当社グループは、当社、子会社19社及び関連会社2社で構成され、鋲螺商品及び非鉄金属材料を中心とし
た生産材の販売を国内外に広く展開しております。特に、近年は、加工品分野に注力し、業容の拡大を推進
しております。

 また、主要株主の住友電気工業㈱は関係会社(議決権比率35.2％〔うち間接保有0.2%〕)であり、当社はそ
のグループの一員であります。

 当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

事業区分 主要商品 会社

鋲 螺 ①鉄・黄銅・ステンレス等のねじ、ボルト、ナッ
ト、ワッシャー類等の製造・仕入及び販売

当社（仕入・販売）

【海外販売子会社】

テクノアソシエ・シンガポール

Ｔ・Ａ・アメリカ

テクノアソシエ・ホンコン

テクノアソシエ・タイ

テクノアソシエ・タイワン

テクノアソシエ・シャンハイ

テクノアソシエ・ダイレン

テクノアソシエ・コーシュウ

テクノアソシエ・チェコ

【海外製造・販売子会社】

Ｍ・Ｐ・Ｍ

【海外物流管理】

テクノアソシエ・メキシコ

  ※Ｔ・Ａ・アメリカの輸入商品の物流 
  管理

加 工 品 ①ねじ類のセット品及び組立品の製造・仕入及び販
売

当社（仕入・販売）

②各種金属素材を加工した特殊設計品（切削、プレ

ス鋳造、冷間圧造等）の製造・仕入及び販売

【海外販売子会社】

テクノアソシエ・シンガポール

Ｔ・Ａ・アメリカ

テクノアソシエ・ホンコン

テクノアソシエ・タイ

テクノアソシエ・タイワン

テクノアソシエ・シャンハイ

テクノアソシエ・ダイレン

テクノアソシエ・コーシュウ

テクノアソシエ・チェコ

【国内加工・販売子会社】

トーブツ興産（株）
㈱日本高分子工業研究所

【海外製造・販売子会社】

Ｍ・Ｐ・Ｍ

ネットフォーム・テクノロジー
アキュレイト・メタル

【海外組立加工・販売子会社】

テクノアソシエ・エンジニアリング

エフ・アンド・ティー・テクノ

【海外物流管理】

テクノアソシエ・メキシコ

【国内加工・販売関連会社】

安高金属工業（株）

-7-

㈱テクノアソシエ（8249）　平成21年３月期決算短信



  

事業区分 主要商品 会社

金 属・ ①伸銅品、軽金属、特殊鋼等の金属素材の仕入及び
販売

当社（仕入・販売）

電 材・

化 成 品 ②電子部品材料、化合物半導体、超硬工具等電材品
の仕入及び販売

【国内加工・販売子会社】

トーブツテクノ（株）
㈱舟越製作所

③自動車用防振ゴム、ホース及び組立電線、工業用
テープ、樹脂製品等化成品の加工・仕入及び販売

【国内加工・販売関連会社】

大洋産業（株）

【関係会社】

住友電気工業（株）

そ の 他 各種産業用省力機器、その他の仕入及び販売 当社（仕入・販売）

【国内加工・販売子会社】

トーブツテクノ（株）

（注）当社子会社は、下記の通り記載しております。
    
テクノアソシエ・シンガポール プライベート・リミテッド ・・・テクノアソシエ・シンガポール

ティー・エー・アメリカ・コーポレーション ・・・Ｔ・Ａ・アメリカ

テクノアソシエ・ホンコン・カンパニー・リミテッド ・・・テクノアソシエ・ホンコン

マレーシアン・プレシジョン・マニュファクチュア ・・・Ｍ・Ｐ・Ｍ

リング・センドリアン・ベルハット

テクノアソシエ・デ・メヒコ・エセアデセベ ・・・テクノアソシエ・メキシコ

テクノアソシエ・（タイランド）・カンパニー・リミテッド   ・・・テクノアソシエ・タイ

テクノアソシエ・タイワン・カンパニー・リミテッド ・・・テクノアソシエ・タイワン

テクノアソシエ・シャンハイ・カンパニー・リミテッド ・・・テクノアソシエ・シャンハイ

テクノアソシエ・エンジニアリング・カンパニー・リミテッド ・・・テクノアソシエ・エンジニアリング

エフ・アンド・ティー・コンザン・テクノ・カンパニー・ 
リミテッド

・・・エフ・アンド・ティー・テクノ

テクノアソシエ・トレーディング・（ダイレン・エフ・ ・・・テクノアソシエ・ダイレン

ティー・ゼット）カンパニー・リミテッド    

テクノアソシエ・（コーシュウ）・カンパニー・リミテッド ・・・テクノアソシエ・コーシュウ

テクノアソシエ・チェコ・エス・アール・オー ・・・テクノアソシエ・チェコ

ネットフォーム・テクノロジー・（シャンハイ）・ ・・・ネットフォーム・テクノロジー

カンパニー・リミテッド

アキュレイト・メタル・マシニング・カンパニー・リミテッド ・・・アキュレイト・メタル
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［事業系統図] 

  事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

  

 

  【関係会社】                       【海外子会社】 

 

 

 

 

  【国内子会社】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

【国内関連会社】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

トーブツ興産（株） 
トーブツテクノ（株） 
（株）日本高分子工業研究所※ 
（株）舟越製作所※ 

 
 

株 
 

式 
 

会 
 

社 
 

テ 
 

ク 
 

ノ 
 

ア 
 

ソ 
 

シ 
 

エ 

テクノアソシエ・メキシコ 

Ｔ・Ａ・アメリカ 
テクノアソシエ・シンガポール 
テクノアソシエ・ホンコン 
テクノアソシエ・シャンハイ 
テクノアソシエ・タイ 
テクノアソシエ・タイワン 
テクノアソシエ・ダイレン 
テクノアソシエ・コーシュウ  
テクノアソシエ・チェコ 

（製造･販売会社） 

Ｍ・Ｐ・Ｍ 
ネットフォーム・テクノロジー 
アキュレイト・メタル※ 

仕入先 

 （加工･販売会社） 

（物流管理） 

（注） 

※ 持分法を適用していない非連結子会社 

 →  商品の流れ 

（販売会社） 
住友電気工業（株） 

得意先 

（組立加工･販売会社） 

テクノアソシエ・エンジニアリング 
エフ・アンド・ティー・テクノ 

 （加工･販売会社） 

大洋産業（株） 
安高金属工業（株） 

-9-

㈱テクノアソシエ（8249）　平成21年３月期決算短信



当社は、設立以来「お得意様第一」を経営理念とし、得意先密着の多店舗政策を展開してまいりまし

たが、半世紀に亘り培ったノウハウや知識、更には多様な仕入先の商品力・技術力を駆使してユーザー

の求める価値を創造し提案するとともに、品質、価格、納期のすべてに満足していただけるサービスを

提供することを会社の使命としております。この実現のため「エンジニアリングカンパニーとしての存

在価値は得意先のニーズと仕入先のシーズを把握し、発掘し、創造するインテグレーター機能にある」

を行動指針として活動しております。 

当社は2017年度までを見据えた「長・中期経営ビジョン」の中で、グループ売上高2,000億円、連結

ＲＯＥ 10％の達成を目標に、具体的な事業戦略の策定を進めております。   

当社は、開発提案型の営業を主軸としたエンジニアリング・カンパニーとしてモノ作り全般に対する

コミットメントを強め、持続的な成長発展を実現することを経営戦略の柱としております。今後も引き

続き、多様化するニーズに応えた積極的な事業展開と機動的な経営資源の投入を進め、新しい価値を創

造するインテグレーターとして、企業価値の一層の向上に努めてまいります。 

今後の見通しにつきまして、世界経済は未曾有の同時不況に陥っており、欧米や日本の実質経済成長

力は大きく落ち込むと考えられます。景気の急速な冷え込みを背景に、企業収益や設備投資も大幅に落

ち込む見通しで、企業収益の悪化が家計にも波及し、雇用情勢も一段と厳しさを増してきています。在

庫調整の進展や中国の景気対策を背景に、企業の生産に下げ止まりの兆しが出てきていますが、景気底

入れから回復に向かうにはいましばらくの時間がかかると思われます。 

 このような状況のもと、当社グループは、増拡販体制を強化するため、市場分野別の営業推進部を設

け、また、徹底した経費節減に取り組み、体質強化に全力を投入いたします。引き続き国内拠点の統廃

合による営業・物流・品質保証体制の再編強化を行ない、国内外製造関係会社との連携・提携によるエ

ンジニアリング機能の充実、グローバルネットワークの一層の活用やｅ－ビジネスの推進、新基幹情報

システムの活用による更なる生産性の向上と内部統制の強化、そして長・中期経営ビジョン達成に向け

た基盤作りを推進し、グループ一体となり機動的な増拡販活動を継続し、お客様のニーズにお応えし、

新商品・新技術・新ビジネスの開拓・開発に注力してまいります。 

 当社グループは、地球環境保全と事業活動における環境負荷の低減へ向け継続した取り組みを行って

おり、既に国内では数年前に全部署で「ISO14001」の認証を取得し、海外拠点においてもほぼ認証取得

済です。また、品質保証体制強化の一環として、「ISO9001」の認証は国内全部署で取得済で、海外拠

点も認証取得済です。品質・信頼性向上の活動も継続して推進しており、安心感・信頼感をお届けする

企業として、エコロジー（環境)・リサイクル・安全をキーワードに社会の持続可能な発展に貢献して

いく所存でございます。 

 当社グループは、事業精神「心と心の絆」を基本に、ステークホルダーの皆さまとの絆を重視し、開

発提案型営業を積極的に展開し、お客様と仕入先様との間でより良きインテグレーターとなることを目

指して活動しております。また、引き続き、深い専門知識と能力とを持ってお客様に安心感と満足感を

提供するエンジニアリング・カンパニーとして、更なる経営効率化を進め、業績向上に努める所存でご

ざいます。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,272 2,660

受取手形及び売掛金 29,428 21,751

有価証券 － 225

たな卸資産 7,194 －

商品及び製品 － 6,527

仕掛品 － 47

原材料及び貯蔵品 － 160

繰延税金資産 625 560

その他 532 1,204

貸倒引当金 △43 △60

流動資産合計 41,010 33,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,515 6,787

機械装置及び運搬具（純額） 552 505

工具、器具及び備品（純額） 514 502

土地 4,262 4,566

建設仮勘定 10 6

有形固定資産合計 8,856 12,370

無形固定資産   

ソフトウエア 1,098 1,163

その他 43 43

無形固定資産合計 1,141 1,206

投資その他の資産   

投資有価証券 1,141 985

長期貸付金 10 8

繰延税金資産 37 28

その他 991 1,057

貸倒引当金 △49 △50

投資その他の資産合計 2,131 2,029

固定資産合計 12,129 15,606

資産合計 53,139 48,683
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,246 8,843

短期借入金 1,741 4,473

未払法人税等 805 82

賞与引当金 661 478

その他 1,258 1,375

流動負債合計 18,713 15,253

固定負債   

繰延税金負債 182 105

退職給付引当金 1 15

役員退職慰労引当金 153 152

その他 291 188

固定負債合計 629 461

負債合計 19,342 15,715

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 23,661 23,783

自己株式 △551 △552

株主資本合計 33,249 33,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 246 121

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △257 △992

評価・換算差額等合計 △11 △871

少数株主持分 558 468

純資産合計 33,796 32,967

負債純資産合計 53,139 48,683
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 97,332 80,292

売上原価 79,274 65,419

売上総利益 18,058 14,872

販売費及び一般管理費 13,104 13,685

営業利益 4,953 1,186

営業外収益   

受取利息 55 43

受取配当金 22 25

持分法による投資利益 17 －

その他 363 310

営業外収益合計 459 378

営業外費用   

支払利息 40 65

持分法による投資損失 － 13

為替差損 186 234

その他 231 115

営業外費用合計 458 428

経常利益 4,954 1,136

特別利益   

固定資産売却益 － 155

特別利益合計 － 155

特別損失   

減損損失 84 112

投資有価証券評価損 － 107

特別損失合計 84 220

税金等調整前当期純利益 4,869 1,071

法人税、住民税及び事業税 1,769 391

法人税等調整額 56 108

法人税等合計 1,825 500

少数株主利益 128 64

当期純利益 2,915 507
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,001 5,001

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,001 5,001

資本剰余金   

前期末残高 5,137 5,137

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 5,137 5,137

利益剰余金   

前期末残高 21,128 23,661

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 0

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 2,915 507

連結範囲の変動 △35 －

当期変動額合計 2,533 122

当期末残高 23,661 23,783

自己株式   

前期末残高 △549 △551

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △551 △552

株主資本合計   

前期末残高 30,717 33,249

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 0

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 2,915 507

連結範囲の変動 △35 －

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 2,531 121

当期末残高 33,249 33,370
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 544 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △125

当期変動額合計 △298 △125

当期末残高 246 121

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 145 △257

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △402 △735

当期変動額合計 △402 △735

当期末残高 △257 △992

評価・換算差額等合計   

前期末残高 689 △11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △701 △860

当期変動額合計 △701 △860

当期末残高 △11 △871

少数株主持分   

前期末残高 395 558

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 163 △89

当期変動額合計 163 △89

当期末残高 558 468

純資産合計   

前期末残高 31,803 33,796

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 0

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 2,915 507

連結範囲の変動 △35 －

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △537 △950

当期変動額合計 1,993 △829

当期末残高 33,796 32,967
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,869 1,071

減価償却費 744 1,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 20

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △178

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22 △1

前払年金費用の増減額（△は増加） △93 △33

持分法による投資損益（△は益） △17 13

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 60 104

会員権評価損 3 3

固定資産売却損益（△は益） 2 △152

固定資産除却損 12 37

減損損失 84 112

クレーム損失 99 －

受取利息及び受取配当金 △78 △68

支払利息 40 65

為替差損益（△は益） △12 79

売上債権の増減額（△は増加） 178 7,217

たな卸資産の増減額（△は増加） 298 180

仕入債務の増減額（△は減少） 601 △5,018

その他 △195 △150

小計 6,617 4,391

利息及び配当金の受取額 81 71

利息の支払額 △40 △65

クレーム損失による支出 △83 △14

法人税等の支払額 △2,017 △1,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,558 3,113

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △86 △6

子会社株式の取得による支出 － △189

有形固定資産の売却による収入 21 373

有形固定資産の取得による支出 △3,291 △4,959

無形固定資産の取得による支出 △593 △213

貸付金の回収による収入 57 71

貸付けによる支出 △81 △228

その他 △29 △121

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,001 △5,274
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 639 2,762

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △347 △385

少数株主への配当金の支払額 △2 △1

セール・アンド・リースバック取引による収入 437 －

リース債務の返済による支出 △52 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー 672 2,259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95 △485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,132 △387

現金及び現金同等物の期首残高 2,093 3,272

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46 －

現金及び現金同等物の期末残高 3,272 2,885
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該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１.連結の範囲に関する事項

   (1)連結子会社  （16社）

トーブツ興産（株）

トーブツテクノ（株）

テクノアソシエ・シンガポール

Ｔ・Ａ・アメリカ

テクノアソシエ・メキシコ

テクノアソシエ・ホンコン

Ｍ・Ｐ・Ｍ

テクノアソシエ・タイ

テクノアソシエ・タイワン

テクノアソシエ・シャンハイ

テクノアソシエ・エンジニアリング

テクノアソシエ・ダイレン

エフ・アンド・ティー・テクノ

テクノアソシエ・コーシュウ

テクノアソシエ・チェコ

ネットフォーム・テクノロジー

   (2)非連結子会社  （３社）

アキュレイト・メタル

㈱日本高分子工業研究所

㈱舟越製作所

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めておりません。

２.持分法の適用に関する事項

  (1) 持分法適用の関連会社 （２社）

大洋産業（株）

安高金属工業（株）

  (2) 持分法を適用していない非連結子会社 （３社）

アキュレイト・メタル 

㈱日本高分子工業研究所 

㈱舟越製作所

 持分法を適用していない非連結子会社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

３.連結子会社の決算日等に関する事項

 連結子会社のうちテクノアソシエ・シンガポール、Ｔ・Ａ・アメリカ、テクノアソシ

エ・ホンコン、テクノアソシエ・メキシコ、テクノアソシエ・エンジニアリングのそれ

ぞれの決算日は２月末日であり、Ｍ・Ｐ・Ｍ、テクノアソシエ・タイ、テクノアソシ

エ・タイワン、テクノアソシエ・シャンハイ、テクノアソシエ・ダイレン、エフ・アン

ド・ティー・テクノ、テクノアソシエ・コーシュウ、ネットフォーム・テクノロジー、

テクノアソシエ・チェコの決算日は１２月末日であります。

 連結財務諸表の作成に当たっては、各連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上、必要な

調整を行っております。
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４.会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価方法及び評価基準

      その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、部分純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

 総平均法による原価法

②デリバティブの評価基準       

 時価法

③たな卸資産の評価方法及び評価基準

     親会社及び国内連結子会社

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

     在外連結子会社

主として総平均法による低価法

一部の連結子会社については、移動平均法又は先入先出法による低価法

    (会計方針の変更）

 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、当連結

会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、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、当連結会計年度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。この変更による当連結会計年度の営業利

益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。なお、セグメ

ント情報に与える影響は軽微であります。 

 

（2）重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

     親会社及び国内連結子会社

 定率法

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定

額法

     在外連結子会社

 定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）

     親会社及び国内連結子会社

 定額法

 なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

③リース資産

     所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を基礎として算

出した貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

 従業員に対する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額に基づいて計上しておりま

す。

③退職給付引当金

 親会社、国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。
  数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(13年) による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により費用処理しております。

    (追加情報）

 当連結会計年度より、退職給付会計における数理計算上の差異及び過去勤務債務の償却

年数は、従来その発生時における従業員の平均残存期間以内の一定の年数として15年を採

用しておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が15年を下回ったため13年に変更いたし

ました。これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ13百万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。 

 

④役員退職慰労引当金

 親会社において、役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく基準額を

計上しております。

（4）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

（5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

       ヘッジ手段 為替予約

  ヘッジ対象 外貨建予定取引

③ヘッジ方針

  内部規程に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続し

て相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判断は

省略しております。

（6）消費税等の会計処理方法

 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（7）連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。
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  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行

っております。なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の借手の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用)

(リース取引に関する会計基準等)

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

(前連結会計年度) (当連結会計年度)

有形固定資産減価償却累計額 6,473百万円 6,265百万円

受取手形裏書譲渡高  2,102百万円 658百万円

担保に供している資産 

土地 25百万円 43百万円

建物 82百万円 54百万円

上記担保資産に対応する債務

（短期借入金） 68百万円 26百万円
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１ 固定資産売却益 

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 旧大阪営業所売却によるもの     155百万円  

  

２ 減損損失 

当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しました。 

                     （単位：百万円） 

 
(減損損失の認識に至った経緯） 

上記の遊休資産については、地価の低下による売却損の発生が見込まれるため、減損損失を計上し

ました。 

(グルーピングの方法) 

当社グループは原則として営業所を単位として資産のグルーピングを行っております。また、遊休

資産及び賃貸用不動産については、個々の物件単位でグルーピングを行っております。 

(回収可能価額の算定方法) 

 固定資産税評価額や取引事例価額をもとに算定した正味売却価額により、算定しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,177株 

 持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分  512株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株主からの単元未満株式の買増請求による減少  82株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

(連結損益計算書関係)

場所 用途 種類 減損損失

旧阪奈営業所 遊休資産 土地 70

（堺市美原区） 建物及び 12
構築物

その他 0

計 82

場所 用途 種類 減損損失

旧野洲寮 遊休資産 土地 26

（滋賀県野洲市） 建物及び
2

構築物

計 29

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,036,400 ――― ――― 20,036,400

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 761,891 1,689 82 763,498
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４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

     
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  534株 

 持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分 674株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日 
定時株主総会

普通株式 154 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年11月５日 
取締役会

普通株式 192 10.00 平成19年９月30日 平成19年12月６日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 192 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,036,400 ――― ――― 20,036,400

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 763,498 1,208 ――― 764,706

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 192 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 192 10.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 154 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月22日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び預金 2,660 百万円

有価証券 225 〃

 計 2,885 百万円

預金期間３か月超の定期預金 △0 〃

 現金及び現金同等物 2,885 百万円
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(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 
  

   

３ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額を含めておりません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

鋲螺 
(百万円)

加工品
(百万円)

金属・電材・
化成品 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 22,414 51,281 17,082 6,553 97,332 ― 97,332

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 22,414 51,281 17,082 6,553 97,332 (―) 97,332

営業費用 20,740 48,976 16,484 6,177 92,378 (―) 92,378

営業利益 1,674 2,305 598 376 4,953 (―) 4,953

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出

資産 13,861 28,023 7,607 3,647 53,139 (―) 53,139

減価償却費 153 326 128 61 668 (―) 668

減損損失 18 47 13 4 84 (―) 84

資本的支出 908 2,189 650 252 4,001 (―) 4,001

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 各種産業用省力機器、 その他
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(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 
  

   

３ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額を含めておりません。 

４ 会計方針の変更 

（1）「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 （1）重要な資

産の評価基準及び評価方法 ③たな卸資産の評価方法及び評価基準」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」を当連結会計年度から適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、

当連結会計年度の営業利益が、「鋲螺事業」で6百万円、「加工品事業」で17百万円、「金属・電材・化成

品事業」で5百万円、「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、当連結会

計年度より移動平均法に変更しております。この変更による当連結会計年度の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。 

（2）「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、「連結財務諸表作成に

おける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応

報告第18号）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更による当連

結会計年度の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。 

（3）「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。この変更による当連結会計年度の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。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

鋲螺 
(百万円)

加工品
(百万円)

金属・電材・
化成品 

(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 19,434 38,652 14,895 7,309 80,292 ― 80,292

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 19,434 38,652 14,895 7,309 80,292 (―) 80,292

営業費用 18,832 38,363 14,776 7,133 79,105 (―) 79,105

営業利益 602 288 119 176 1,186 (―) 1,186

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出

資産 13,198 23,822 8,011 3,651 48,683 (―) 48,683

減価償却費 228 505 198 117 1,049 (―) 1,049

減損損失 23 60 20 7 112 (―) 112

資本的支出 1,159 2,735 940 391 5,227 (―) 5,227

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 各種産業用省力機器、 その他
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５ 追加情報 

 「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 （3）重要な引

当金の計上基準 ③退職給付引当金（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付会計にお

ける数理計算上の差異及び過去勤務債務の償却年数は、従来その発生時における従業員の平均残存期間以内

の一定の年数として15年を採用しておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が15年を下回ったため13年に

変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「鋲螺事

業」で2百万円、「加工品事業」で7百万円、「金属・電材・化成品事業」で2百万円、「その他事業」で0百

万円減少しております。 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 

 
当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

78,524 18,807 97,332 ― 97,332

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,502 4,373 7,875 (7,875) ―

計 82,027 23,181 105,208 (7,875) 97,332

営業費用 78,948 21,322 100,270 (7,892) 92,378

営業利益 3,078 1,858 4,937 16 4,953

Ⅱ 資産 45,247 10,759 56,007 (2,867) 53,139

(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

日本 
(百万円)

東アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

63,918 6,236 10,136 80,292 ― 80,292

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,882 3,102 225 6,211 (6,211) ―

計 66,801 9,339 10,362 86,503 (6,211) 80,292

営業費用 66,491 8,856 9,967 85,315 (6,209) 79,105

営業利益 309 483 395 1,188 (1) 1,186

Ⅱ 資産 41,734 3,304 5,096 50,135 (1,451) 48,683

(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
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３ 会計方針の変更 

（1）「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 （1）重要な資

産の評価基準及び評価方法 ③たな卸資産の評価方法及び評価基準」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」を当連結会計年度から適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、

当連結会計年度の営業利益が、「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、当連結会

計年度より移動平均法に変更しております。この変更による当連結会計年度の各所在地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。 

（2）「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、「連結財務諸表作成

における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対

応報告第18号）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この変更による当

連結会計年度の各所在地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。 

（3）「（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。この変更による当連結会計年度の各所在地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。 

４ 追加情報 

「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 （3）重要な引

当金の計上基準 ③退職給付引当金（追加情報）に記載のとおり、当連結会計年度より、退職給付会計にお

ける数理計算上の差異及び過去勤務債務の償却年数は、従来その発生時における従業員の平均残存期間以内

の一定の年数として15年を採用しておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が15年を下回ったため13年に

変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が、「日本」

で13百万円減少しております。 

５ 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、当連結会計年

度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、前連結会計年度と同様

の区分によった場合に比べて、東アジアの売上高は9,339百万円増加し、営業利益は483百万円増加してお

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、前連結会計年度において当連結会計

期間の地域区分によった場合の東アジアの売上高は10,413百万円、営業利益は894百万円であり、その他の地

域については、それぞれ同額減少します。 
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(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 海外売上高に含まれる主な国又は地域 

   (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 

４ 各セグメントの売上高がいずれも連結売上高の10％未満である為、セグメント毎の記載を省略しておりま

す。 

  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

３ 海外売上高に含まれる主な国又は地域 

   (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 

４ 各セグメントの売上高がいずれも連結売上高の10％未満である為、セグメント毎の記載を省略しておりま

す。 

  

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付関係に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略し

ます。 
  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) Ⅱ 連結売上高(百万円)
Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)

18,976 97,332 19.5

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) Ⅱ 連結売上高(百万円)
Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)

16,632 80,292 20.7

(開示の省略)

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(企業結合等関係)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,7 2 4円60銭 １株当たり純資産額 1,6 8 6円36銭

１株当たり当期純利益 151円28銭 １株当たり当期純利益 26円31銭

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益 2,9 1 5百万円 50 7百万円

 普通株主に帰属しない金額 － 百万円 －百万円

 普通株式に係る当期純利益 2,9 1 5百万円 50 7百万円

 普通株式の期中平均株式数 19, 2 7 3千株 19 , 2 7 2千株

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 159 80

受取手形 3,282 3,129

売掛金 24,350 17,252

商品 4,900 4,766

前払費用 14 11

繰延税金資産 508 438

短期貸付金 153 261

その他 152 564

貸倒引当金 △30 △31

流動資産合計 33,493 26,473

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,898 6,166

構築物（純額） 131 175

機械及び装置（純額） 119 96

車両運搬具（純額） 15 9

工具、器具及び備品（純額） 393 413

土地 3,886 4,208

リース資産（純額） － 20

有形固定資産合計 7,444 11,089

無形固定資産   

ソフトウエア 1,085 1,146

その他 39 39

無形固定資産合計 1,125 1,186

投資その他の資産   

投資有価証券 976 667

関係会社株式 855 959

差入保証金 476 501

長期貸付金 10 8

その他 437 482

貸倒引当金 △49 △50

投資その他の資産合計 2,706 2,569

固定資産合計 11,276 14,845

資産合計 44,770 41,318
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,017 470

買掛金 10,013 7,601

短期借入金 1,701 4,386

未払金 545 730

未払法人税等 637 －

未払費用 234 201

賞与引当金 570 450

その他 173 239

流動負債合計 16,893 14,080

固定負債   

繰延税金負債 171 102

役員退職慰労引当金 153 152

その他 287 199

固定負債合計 612 454

負債合計 17,505 14,535

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,001 5,001

資本剰余金   

資本準備金 5,137 5,137

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 5,137 5,137

利益剰余金   

利益準備金 369 369

その他利益剰余金   

別途積立金 15,074 16,464

繰越利益剰余金 1,973 226

利益剰余金合計 17,416 17,060

自己株式 △536 △537

株主資本合計 27,018 26,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 246 121

繰延ヘッジ損益 △0 △0

評価・換算差額等合計 246 121

純資産合計 27,264 26,782

負債純資産合計 44,770 41,318
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 80,596 66,649

売上原価 67,557 55,578

売上総利益 13,038 11,070

販売費及び一般管理費 9,952 10,826

営業利益 3,086 244

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 112 105

その他 306 241

営業外収益合計 426 352

営業外費用   

支払利息 30 59

その他 249 194

営業外費用合計 280 253

経常利益 3,232 343

特別利益   

固定資産売却益 － 155

特別利益合計 － 155

特別損失   

減損損失 84 112

投資有価証券評価損 － 107

特別損失合計 84 220

税引前当期純利益 3,147 278

法人税、住民税及び事業税 1,315 150

法人税等調整額 30 98

法人税等合計 1,345 248

当期純利益 1,801 29
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,001 5,001

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,001 5,001

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,137 5,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,137 5,137

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 5,137 5,137

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 5,137 5,137

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 369 369

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 369 369

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 13,754 15,074

当期変動額   

別途積立金の積立 1,320 1,390

当期変動額合計 1,320 1,390

当期末残高 15,074 16,464
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,835 1,973

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 1,801 29

特別償却準備金の取崩 2 －

別途積立金の積立 △1,320 △1,390

当期変動額合計 137 △1,746

当期末残高 1,973 226

利益剰余金合計   

前期末残高 15,961 17,416

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 1,801 29

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 1,454 △356

当期末残高 17,416 17,060

自己株式   

前期末残高 △535 △536

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △536 △537

株主資本合計   

前期末残高 25,565 27,018

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 1,801 29

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 1,453 △356

当期末残高 27,018 26,661
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 544 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △125

当期変動額合計 △298 △125

当期末残高 246 121

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △0 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 544 246

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △124

当期変動額合計 △298 △124

当期末残高 246 121

純資産合計   

前期末残高 26,109 27,264

当期変動額   

剰余金の配当 △347 △385

当期純利益 1,801 29

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △298 △124

当期変動額合計 1,155 △481

当期末残高 27,264 26,782
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該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 重要な会計方針

１.資産の評価基準及び評価方法

 （1）有価証券の評価方法及び評価基準

   ①子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

   ②その他有価証券 

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、部分純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

  総平均法による原価法

 （2）デリバティブの評価基準

時価法

 （3）たな卸資産の評価方法及び評価基準

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

  (会計方針の変更）

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、当事業年度よ

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、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

32百万円減少しております。  

 また、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、当事業年度よ

り移動平均法に変更しております。これは、当事業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、

この変更による当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 

２．固定資産の減価償却の方法

 （1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

  ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法

 （2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基

づく定額法

 （3）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

  自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

-37-

㈱テクノアソシエ（8249）　平成21年３月期決算短信



所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リ

ース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準

 （1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を基礎として算定した

貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

 （2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額に基づいて計上しております。

 （3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

      数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(13年）による定額法により翌期から費用処理することとしております。 

  過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13

年）による定額法により費用処理しております。

  (追加情報）

当事業年度より、退職給付会計における数理計算上の差異及び過去勤務債務の償却年数は、

従来その発生時における従業員の平均残存期間以内の一定の年数として15年を採用しておりま

したが、従業員の平均残存勤務期間が15年を下回ったため13年に変更いたしました。これによ

り、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ13百万円減少してお

ります。 

 （4）役員退職慰労引当金         

役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく基準額を計上しております。  

４．重要なヘッジ会計の方法

 （1）ヘッジ会計の方法

繰延へッジ処理を採用しております。

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建予定取引

 （3）ヘッジ方針

内部規程に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相

場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判断は省略して

おります。
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当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

                    （前事業年度）     （当事業年度）  

  有形固定資産減価償却累計額      4,698百万円      4,854百万円     

  受取手形裏書譲渡高          2,102百万円        658百万円  

  

1 固定資産売却益 

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

 旧大阪営業所売却によるもの     155百万円  

2 減損損失 

当事業年度において以下の資産について減損損失を計上しました。 

                       （単位：百万円） 

 
(減損損失の認識に至った経緯） 

上記の遊休資産については、地価の低下による売却損の発生が見込まれるため、減損損失を計上し

ました。 

(グルーピングの方法) 

当社グループは原則として営業所を単位として資産のグルーピングを行っております。また、遊休

資産及び賃貸用不動産については、個々の物件単位でグルーピングを行っております。 

(回収可能価額の算定方法) 

固定資産税評価額や取引事例価額をもとに算定した正味売却価額により、算定しております。 

５．その他財務諸表作成のための基本となる事項

  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(6)リース取引に関する会計基準等 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

(損益計算書関係)

場所 用途 種類 減損損失

旧阪奈営業所 遊休資産 土地 70

（堺市美原区） 建物及び 12
構築物

その他 0

計 82

場所 用途 種類 減損損失

旧野洲寮 遊休資産 土地 26

（滋賀県野洲市） 建物及び
2

構築物

計 29
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   1,177株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   株主からの単元未満株式の買増請求による減少   82株 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   534株 
  

  

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 743,750 1,177 82 744,845

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 744,845 534 ――― 745,379

(１株当たり情報)

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,4 1 3円29銭 １株当たり純資産額 1,3 8 8円36銭

１株当たり当期純利益 93円41銭 １株当たり当期純利益 1円53銭

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益 1,8 0 1百万円 29百万円

 普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

 普通株式に係る当期純利益 1,8 0 1百万円 29百万円

 普通株式の期中平均株式数 19, 2 9 1千株 19 , 2 9 1千株

(重要な後発事象)
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記載が可能になり次第、「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。 

  

  

6. その他

役員の異動
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