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１）概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、未曾有の金融危機が峠を越え、中国を中心とする新興国の

高成長に支えられ、景気は外需主導で回復軌道に入りました。企業の輸出が拡大し、国内の政策効果

もあり、企業の生産や収益が改善し、設備投資、個人消費とも下げ止り感が出て来る中、住宅投資も

悪期を抜ける兆しが見られました。しかしながら、物価下落が企業収益を圧迫し、企業は雇用や賃

金を抑制し、雇用・所得環境の厳しさが残り、デフレ克服の道筋が見えない実感の乏しい緩慢な景気

回復となりました。 

このような環境のもと当社グループは、産業構造や需要動向の変化に対応する為、市場（業種）別

の営業推進部の発足、開発部の本社集約化等、増拡販体制の強化や組織変更等による内部体制の充実

を図りました。将来を見据えた人員の増強や、経営効率向上のため営業拠点の統廃合による再編も進

め、営業力や品質保証体制を強化し、また、金属・樹脂加工製造会社、精密ゴム部品製造会社の完全

子会社化や、圧造部品製造会社への投資を行い、ものづくりを推進するエンジニアリング・カンパニ

ーとして、開発力・品質管理力の更なる拡充を図り、自動車関連分野、電機・電子、情報通信分野、

住建・住設分野への積極的な増拡販活動に向けた体制強化に取組んでまいりました。 

こうした企業努力を継続してまいりましたが、当連結会計年度の各市場分野の需要動向は総じて低

調な推移を示しましたため、当期の連結売上高は69,411百万円と前期比 10,880百万円(13.6%)の減収

となりました。また経常利益は180百万円と前期比956百万円(84.1%)の減益、当期純利益も106百万円

と前期比400百万円(78.9%)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、国内で家電部品を中心に電機・電子関連、住宅・建材関連で需要が低迷し、さらに海

外においても北米、東南アジア、中国、欧州で電機・電子関連および自動車・輸送機関連を中心に需

要が低迷したこと等により、売上高は14,358百万円と前期比5,076百万円（26.1％）の減収となりま

した。営業利益も133百万円と前連結会計年度に比べ469百万円（77.9%）の減少となりました。 

ｂ.加工品事業 

加工品事業は、国内で住宅・建材関連、家電部品を中心に電機・電子関連で需要が低迷し、海外で

も中国、北米で家電部品を中心に電機・電子関連で需要が低迷したこと等により、売上高は35,617百

万円と前期比3,034百万円（7.9％）の減収となりました。営業損失は243百万円（前連結会計年度は

288百万円の営業利益）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、海外で北米、中国の家電部品を中心に電機・電子関連の需要回復が見

られましたが、国内で携帯電話部品を中心に電機・電子関連で化成品と金属素材の需要が減少し、さ

らに自動車・輸送機関連、電機・電子関連で電材品の需要の減少があったこと等により、売上高は

12,752百万円と前期比2,142百万円（14.4％）の減収となりました。営業損失は16百万円（前連結会

計年度は119百万円の営業利益）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が、北米、中国で家電部品等

で需要が減少したこと等により、売上高は6,683百万円と前期比626百万円（8.6％）の減収となりま

した。営業利益も137百万円と前連結会計年度に比べ39百万円（22.4％）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、住宅・建材関連及び携帯電話を中心とした電機・電子関連の需要が低迷したこと等によ

り、売上高は56,571百万円と前連結会計年度に比べ7,346百万円（11.5%）の減収となりました。ま

た、営業損失は253百万円（前連結会計年度は309百万円の営業利益）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・輸送機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4,633百万円と前連結会計年度に比べ1,603百万円（25.7%）の減収となりまし

た。また、営業利益も240百万円と前連結会計年度に比べ242百万円（50.2%）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・輸送機関連及び電機・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・輸送機関連の需要減等により、売

上高は8,206百万円と前連結会計年度に比べ1,930百万円（19.0%）の減収となりました。また、営業

利益も9百万円と前連結会計年度に比べ385百万円（97.6%）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、前連結会計年度末に比べ

45百万円（1.6％）増加し、当連結会計年度末には2,931百万円となりました。 

(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、1,951百万円（前連結会計年度は3,113百万円の収入）となりまし

た。これは主に、売上債権の増加はありましたが、仕入債務の増加もあった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、918百万円（前連結会計年度は5,274百万円の支出）となりました。

これは主に、国内子会社等の関係会社株式の取得や、金型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) 

財務活動の結果使用した資金は、1,133百万円（前連結会計年度は2,259百万円の収入）となりまし

た。これは主に、資金繰りの改善等により短期借入金の返済が進んだこと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 平成22年3月期

自己資本比率（％） 63.9 63.0 62.5 66.8 63.5

時価ベースの
自己資本比率（％）

56.2 52.8 40.3 19.9 25.2

債務償還年数（年） 0.6 0.9 0.4 1.4 2.1

インタレスト・
カバレッジ・レシオ

44.1 35.3 113.0 47.5 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・輸送機関連、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14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18.7％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
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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

科友香港

テクノアソシエ・タイ

科友台湾

科友上海

科友大連

科友広州

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）

【海外販売子会社】

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

テクノアソシエ・シンガポール

Ｔ・Ａ・アメリカ

科友香港

テクノアソシエ・タイ

科友台湾

科友上海

科友大連

科友広州

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）
（株）日本高分子工業研究所
オーアイテック（株）

【海外製造・販売子会社】

Ｍ・Ｐ・Ｍ

日星金属制品
嘉善科友盛科技

【海外組立加工・販売子会社】

昆山東訊機電

【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）
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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）

【その他の関係会社】

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

科友貿易(香港)有限公司 ・・・科友香港

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

台湾科友貿易（股）有限公司 ・・・科友台湾

科友貿易(上海)有限公司 ・・・科友上海

昆山東訊機電有限公司 ・・・昆山東訊機電

科友貿易(大連保税区)有限公司 ・・・科友大連

科友貿易(広州)有限公司 ・・・科友広州

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

日星金属制品(上海)有限公司 ・・・日星金属制品

嘉善科友盛科技有限公司 ・・・嘉善科友盛科技
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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※ 
オーアイテック（株）※ 

 
 

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 
科友香港 
科友上海 
テクノアソシエ・タイ 
科友台湾 

科友大連 
科友広州  
テクノアソシエ・チェコ 

（製造･販売会社） 

Ｍ・Ｐ・Ｍ 
日星金属制品 
嘉善科友盛科技 

 （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） 

大洋産業（株） 
安高金属工業（株） 

 （加工･販売会社） 

（組立加工･販売会社） 

昆山東訊機電 

得意先 

 
 

        

 
   

仕入先 
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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は、新興国経済の成長を背景に、輸出を起点にした生産活動の伸びが堅調

に推移し、国内外の携帯電話、家電メーカーからの部品需要が拡大基調に入ると考えられ、企業の景況

感も改善すると思われます。景気悪化の懸念は後退しましたが、設備投資の回復は遅れるとの見方もあ

り、円高による輸出への影響、原油や資源価格の上昇などが日本経済の足かせになる可能性もあり、景

気回復のすそ野が広がるまでにはまだ時間がかかりそうです。 

 このような状況のもと、当社グループは、引き続き国内外拠点の統廃合による体制整備を行い、物流

体制の再構築や、品質保証体制の拡充を図るとともに、営業推進部の強化等、営業体制の拡充も図りま

す。冷間鍛造、切削金属加工、化成品等、国内７拠点、海外４拠点を数えるに至った製造関係会社との

連携を強化し、エンジニアリング機能の更なる充実を図り、グローバルネットワークの一層の連携によ

る機動的な増拡販活動を継続して参ります。また、内部統制の強化や、業務効率の改善による経費節減

等、生産性の向上を図り、ワークライフバランスの改善に努め、長・中期経営ビジョン達成に向けた体

制整備・強化を図りつつ今後ともグループ一体となりお客様のニーズにお応えし、太陽光発電関連等、

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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,660 2,958

受取手形及び売掛金 21,751 25,141

有価証券 225 178

商品及び製品 6,527 5,690

仕掛品 47 112

原材料及び貯蔵品 160 93

繰延税金資産 560 653

その他 1,204 799

貸倒引当金 △60 △52

流動資産合計 33,077 35,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,787 6,317

機械装置及び運搬具（純額） 505 488

工具、器具及び備品（純額） 502 489

土地 4,566 4,537

リース資産（純額） － 94

建設仮勘定 6 85

有形固定資産合計 12,370 12,013

無形固定資産   

ソフトウエア 1,163 946

その他 43 41

無形固定資産合計 1,206 987

投資その他の資産   

投資有価証券 985 1,218

長期貸付金 8 70

繰延税金資産 28 10

その他 1,057 852

貸倒引当金 △50 △64

投資その他の資産合計 2,029 2,087

固定資産合計 15,606 15,088

資産合計 48,683 50,665
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,843 11,360

短期借入金 4,473 3,990

未払法人税等 82 98

賞与引当金 478 532

その他 1,375 1,618

流動負債合計 15,253 17,600

固定負債   

長期借入金 － 9

繰延税金負債 105 116

退職給付引当金 15 1

役員退職慰労引当金 152 168

その他 188 136

固定負債合計 461 431

負債合計 15,715 18,032

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 23,783 23,581

自己株式 △552 △552

株主資本合計 33,370 33,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121 273

繰延ヘッジ損益 △0 △1

為替換算調整勘定 △992 △1,285

評価・換算差額等合計 △871 △1,013

少数株主持分 468 479

純資産合計 32,967 32,632

負債純資産合計 48,683 50,665
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 80,292 69,411

売上原価 65,419 56,732

売上総利益 14,872 12,679

販売費及び一般管理費 13,685 12,669

営業利益 1,186 10

営業外収益   

受取利息 43 28

受取配当金 25 14

持分法による投資利益 － 22

その他 310 355

営業外収益合計 378 421

営業外費用   

支払利息 65 41

持分法による投資損失 13 －

為替差損 234 15

その他 115 193

営業外費用合計 428 250

経常利益 1,136 180

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 112 84

投資有価証券評価損 107 －

特別損失合計 220 84

税金等調整前当期純利益 1,071 96

法人税、住民税及び事業税 391 143

法人税等調整額 108 △124

法人税等合計 500 19

少数株主利益又は少数株主損失（△） 64 △29

当期純利益 507 106
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 23,661 23,783

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 △385 △308

当期純利益 507 106

連結子会社の増加による利益剰余金の減少 － △0

当期変動額合計 122 △202

当期末残高 23,783 23,581

自己株式   

前期末残高 △551 △552

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △552 △552

株主資本合計   

前期末残高 33,249 33,370

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 △385 △308

当期純利益 507 106

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

連結子会社の増加による利益剰余金の減少 － △0

当期変動額合計 121 △203

当期末残高 33,370 33,167
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 246 121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125 152

当期変動額合計 △125 152

当期末残高 121 273

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 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 △0 △1

為替換算調整勘定   

前期末残高 △257 △992

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △735 △292

当期変動額合計 △735 △292

当期末残高 △992 △1,285

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △11 △871

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △860 △142

当期変動額合計 △860 △142

当期末残高 △871 △1,013

少数株主持分   

前期末残高 558 468

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △89 10

当期変動額合計 △89 10

当期末残高 468 479
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 33,796 32,967

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 △385 △308

当期純利益 507 106

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

連結子会社の増加による利益剰余金の減少 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △950 △131

当期変動額合計 △829 △335

当期末残高 32,967 32,632
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,071 96

減価償却費 1,073 1,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △178 55

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 △14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 16

前払年金費用の増減額（△は増加） △33 109

持分法による投資損益（△は益） 13 △22

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） 104 0

会員権評価損 3 4

固定資産売却損益（△は益） △152 △34

固定資産除却損 37 2

減損損失 112 84

受取利息及び受取配当金 △68 △43

支払利息 65 41

為替差損益（△は益） 79 6

売上債権の増減額（△は増加） 7,217 △3,442

たな卸資産の増減額（△は増加） 180 766

仕入債務の増減額（△は減少） △5,018 2,528

未払消費税等の増減額（△は減少） － 207

その他 △150 273

小計 4,391 1,897

利息及び配当金の受取額 71 45

利息の支払額 △65 △41

クレーム損失による支出 △14 －

法人税等の支払額 △1,269 △207

法人税等の還付による収入 － 257

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,113 1,951
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △26

有価証券の売却による収入 － 102

有価証券の取得による支出 － △318

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 △6 △16

子会社株式の取得による支出 △189 △134

有形固定資産の売却による収入 373 169

有形固定資産の取得による支出 △4,959 △482

無形固定資産の取得による支出 △213 △113

貸付金の回収による収入 71 109

貸付けによる支出 △228 △259

その他 △121 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,274 △918

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） 2,762 △668

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 △0 △0

配当金の支払額 △385 △308

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

リース債務の返済による支出 △114 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,259 △1,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 △485 △76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △387 △177

現金及び現金同等物の期首残高 3,272 2,885

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 223

現金及び現金同等物の期末残高 2,885 2,931
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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  （17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

科友香港

Ｍ・Ｐ・Ｍ

テクノアソシエ・タイ

科友台湾

科友上海

科友大連

昆山東訊機電

科友広州

テクノアソシエ・チェコ

日星金属制品

嘉善科友盛科技

（株）日本高分子工業研究所

 前連結会計年度において非連結子会社であった嘉善科友盛科技、（株）日本高分子工

業研究所は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

 また、株式譲渡したことにより、テクノアソシエ・エンジニアリングを連結の範囲か

ら除外しております。

   (2)非連結子会社  （２社）

（株）舟越製作所

オーアイテック（株）

 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 （２社）

（株）舟越製作所

オーアイテック（株）

 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、科友香港、テ

クノアソシエ・メキシコ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、科友台湾、科友上海、科友大連、昆山東訊機電、科友広州、日星金属制

品、テクノアソシエ・チェコ、嘉善科友盛科技、（株）日本高分子工業研究所の決算日

は１２月末日であります。
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当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は184百万円（債務の減額）

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。

なお、上記「１.連結の範囲に関する事項」、「２.持分法の適用に関する事項」および「３.連結子会

社の決算日等に関する事項」以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

(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

(会計方針の変更)

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用

(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 6,265百万円 6,562百万円

受取手形裏書譲渡高  658百万円 217百万円

担保に供している資産 

土地 43百万円 43百万円

建物 54百万円 54百万円

上記担保資産に対応する債務

（短期借入金） 26百万円 26百万円
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 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） 

上記の営業用事務所及び倉庫については地価の低下による市場価額の著しい下落があったため、ま

た、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たため、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) 

 固定資産税評価額等を基に算定した正味売却価額に基づき計算しております。 

  

前連結会計年度(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。 
  

(連結損益計算書関係)

場所 用途 種類 減損損失

旧野洲寮 遊休資産 土地 9

（滋賀県野洲市） 建物及び 

構築物
0

計 10

場所 用途 種類 減損損失

大分営業所 営業用事務所 土地 60

（大分県大分市） 及び倉庫 建物及び 

構築物
13

計 74

(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) 763,498 1,208 ――― 764,706

-21-

㈱テクノアソシエ（8249）　平成22年３月期決算短信



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21年４月１日 至 平成22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  514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 770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  80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

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) 764,706 1,284 80 765,910

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21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 154 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 154 8.00 平成21年９月30日 平成21年12月４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22年６月18日
定時株主総会

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

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び預金 2,958 百万円

預金期間３か月超の定期預金 △26 〃

 現金及び現金同等物 2,931 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。 

４ 会計方針の変更 

（1）「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）「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）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。 

(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 

 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。 

  

 
(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 

  「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を当連結会

計年度から適用しておりますが、数理計算上の差異を翌期から償却するため、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又は営業損失へ与える影響はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 14,358 35,617 12,752 6,683 69,411 ― 69,411

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― (―) ―

計 14,358 35,617 12,752 6,683 69,411 (―) 69,411

営業費用 14,224 35,861 12,769 6,545 69,401 (―) 69,401

営業利益又は 

営業損失（△）
133 △243 △16 137 10 (―) 10

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出

資産 12,919 25,267 8,149 4,328 50,665 (―) 50,665

減価償却費 271 643 209 106 1,231 (―) 1,231

減損損失 17 45 14 6 84 (―) 84

資本的支出 193 319 128 82 723 (―) 723

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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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 
（2）「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）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。 
  

２ 所在地別セグメント情報

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

３ 会計方針の変更

（1）「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。

４ 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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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 

 
  

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

56,571 4,633 8,206 69,411 ― 69,411

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,654 1,999 166 4,820 (4,820) ―

計 59,226 6,632 8,373 74,232 (4,820) 69,411

営業費用 59,479 6,392 8,363 74,236 (4,834) 69,401

営業利益又は 
営業損失（△）

△253 240 9 △3 14 10

Ⅱ 資産 44,069 3,541 5,147 52,759 (2,093) 50,665

(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

３ 会計方針の変更

 「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を当連

結会計年度から適用しておりますが、数理計算上の差異を翌期から償却するため、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又は営業損失へ与える影響はありません。
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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、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等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。 
  

３ 海外売上高

前連結会計年度(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

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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(％)

13,004 69,411 18.7

(開示の省略)
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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20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,6 8 6円36銭 １株当たり純資産額 1,6 6 8円55銭

１株当たり当期純利益 26円31銭 １株当たり当期純利益 5円55銭

前連結会計年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益 507百万円 10 6百万円

 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 507百万円 10 6百万円

 普通株式の期中平均株式数 19, 2 7 2千株 19 , 2 7 1千株

(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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 80 74

受取手形 3,129 3,334

売掛金 17,252 20,413

商品 4,766 4,206

前払費用 11 10

繰延税金資産 438 575

短期貸付金 261 478

その他 564 172

貸倒引当金 △31 △35

流動資産合計 26,473 29,229

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,166 5,732

構築物（純額） 175 139

機械及び装置（純額） 96 79

車両運搬具（純額） 9 8

工具、器具及び備品（純額） 413 392

土地 4,208 4,092

リース資産（純額） 20 94

建設仮勘定 － 7

有形固定資産合計 11,089 10,547

無形固定資産   

ソフトウエア 1,146 930

その他 39 39

無形固定資産合計 1,186 970

投資その他の資産   

投資有価証券 667 867

関係会社株式 959 1,129

差入保証金 501 405

長期貸付金 8 64

その他 482 399

貸倒引当金 △50 △60

投資その他の資産合計 2,569 2,805

固定資産合計 14,845 14,322

資産合計 41,318 43,552
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 470 261

買掛金 7,601 10,432

短期借入金 4,386 4,002

未払金 730 846

未払法人税等 － 31

未払費用 201 198

賞与引当金 450 500

その他 239 226

流動負債合計 14,080 16,499

固定負債   

繰延税金負債 102 112

役員退職慰労引当金 152 168

その他 199 126

固定負債合計 454 406

負債合計 14,535 16,905

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 16,464 16,464

繰越利益剰余金 226 △59

利益剰余金合計 17,060 16,774

自己株式 △537 △537

株主資本合計 26,661 26,375

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 121 273

繰延ヘッジ損益 △0 △1

評価・換算差額等合計 121 271

純資産合計 26,782 26,646

負債純資産合計 41,318 43,552
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 66,649 59,141

売上原価 55,578 49,158

売上総利益 11,070 9,982

販売費及び一般管理費 10,826 10,248

営業利益又は営業損失（△） 244 △265

営業外収益   

受取利息 6 15

受取配当金 105 56

その他 241 282

営業外収益合計 352 354

営業外費用   

支払利息 59 32

その他 194 123

営業外費用合計 253 155

経常利益又は経常損失（△） 343 △67

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 112 84

投資有価証券評価損 107 －

特別損失合計 220 84

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 278 △151

法人税、住民税及び事業税 150 1

法人税等調整額 98 △175

法人税等合計 248 △174

当期純利益 29 22
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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   

別途積立金   

前期末残高 15,074 16,464

当期変動額   

別途積立金の積立 1,390 －

当期変動額合計 1,390 －

当期末残高 16,464 16,464
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,973 226

当期変動額   

剰余金の配当 △385 △308

当期純利益 29 22

別途積立金の積立 △1,390 －

当期変動額合計 △1,746 △286

当期末残高 226 △59

利益剰余金合計   

前期末残高 17,416 17,060

当期変動額   

剰余金の配当 △385 △308

当期純利益 29 22

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △356 △286

当期末残高 17,060 16,774

自己株式   

前期末残高 △536 △537

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △537 △537

株主資本合計   

前期末残高 27,018 26,661

当期変動額   

剰余金の配当 △385 △308

当期純利益 29 22

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △356 △286

当期末残高 26,661 26,375
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 246 121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △125 152

当期変動額合計 △125 152

当期末残高 121 273

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 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 △0 △1

評価・換算差額等合計   

前期末残高 246 121

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124 150

当期変動額合計 △124 150

当期末残高 121 271

純資産合計   

前期末残高 27,264 26,782

当期変動額   

剰余金の配当 △385 △308

当期純利益 29 22

自己株式の取得 △0 △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） △124 150

当期変動額合計 △481 △136

当期末残高 26,782 26,646
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

6. その他  

役員の異動（平成 22 年 6 月 18 日付） 

 

（1）代表者の異動 

退任                本
ほん

田
だ

 保
やす

彦
ひこ

    現 代表取締役副社長  

営業統轄 
                           台湾科友貿易(股)有限公司 董事長 
 

 （2）新任取締役候補者 

取締役 支配人(北陸営業部管掌)    大
おお

島
しま

 俊
しゅん

二
じ

    現 中部営業部長 

中部営業部長 
 
 

 （3）新任監査役候補者 
該当事項はありません。 

   
                            
 （4）退任予定取締役 

   代表取締役副社長         本
ほん

田
だ

 保
やす

彦
ひこ

     特別顧問 就任 

 
 
 （5）退任予定監査役 
   該当事項はありません。 
 
 
（6）役付役員の異動 

 専務取締役            中
なか

島
しま

  実
みのる

    現 常務取締役 

総務部、経理部、財務部統轄              総務部、経理部、財務部統轄 
               
 

常務取締役            林
はやし

田
だ

 隆
りゅう

一
いち

  現 取締役 支配人（北米地区管掌） 

電機・電子営業推進部門副統轄            ﾃｨｰ・ｴｰ・ｱﾒﾘｶ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 社長 
東京事務所長 
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新任役員の略歴 
新任取締役候補者の略歴 

  氏 名        大
おお

島
しま

 俊
しゅん

二
じ

 

  生 年 月 日        昭和 31 年 6 月 22 日生 53 才 
  最 終 学 歴        昭和 56 年 3 月 松山大学経営学部卒 
  職 歴        昭和 56 年 4 月 当社入社 
          平成 14 年 6 月 関東営業部長 
            平成 17 年 7 月 東京営業部長 
            平成 22 年 3 月  中部営業部長 

                                 （現在に至る） 
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