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・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半までは、猛暑や政策効果によるエアコン、エコカーなど

の特需、新興国経済の堅調などを背景とした輸出や生産の増加により概ね堅調に推移しました。期間の

後半には、補助金終了後の自動車の反動減、急激な円高の進行などが企業や家計の心理を冷やしました

が、3月に発生した東日本大震災の前までは内需の拡大を伴った自律回復に向けての動きが拡がりつつ

あり、日本経済は踊り場脱却への足固めをしていました。 

 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し、市場分野別に拡販を展

開する営業推進部のほか、新たに化成品事業推進部、鋲螺事業推進部を発足し、将来を見据えた人員の

増強や、営業拠点の統廃合による再編も進め、経営効率向上や営業体制の強化を行いました。また組織

変更等による内部体制の充実や品質・環境管理部を品質保証本部に再編し品質保証体制の更なる強化を

いたしました。国内における精密ゴム部品、圧造部品等の製造会社や、海外の販売会社、切削加工部

品、鋲螺類製造会社への投資を拡大し、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、自動車輸送機分野、電機・電子分野、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。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は78,989百万円と前期比9,578百万円（13.8％）の増収となりま

した。利益面でも、増拡販活動及び需要の回復による売上高の増収及び予てから取り組んでおりまし

た、徹底した経費の圧縮運営が功を奏し、営業利益は1,862百万円と前期比1,852百万円の増益、経常利

益は2,017百万円と前期比1,836百万円の増益、当期純利益は1,286百万円と前期比1,179百万円の増益と

なりました。 
  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①西日本ブロック 

西日本ブロックでは、家電製品を中心とした電機・電子関連、自動車関連部品を中心とした輸送機

関連を軸として需要が回復し、売上高は18,059百万円となり、経常利益は508百万円となりました。 

②東日本ブロック 

東日本ブロックでは、家電製品を中心とした電機・電子関連、自動車関連部品を中心とした輸送機

関連を軸として需要が回復する中で、情報通信関連部品の営業推進部への売上移管にともない、売上

高は15,002百万円となり、経常利益は137百万円となりました。 

③中部北陸ブロック 

中部北陸ブロックでは、住建・住設関連の回復が遅れる中、家電製品を中心とした電機・電子関

連、自動車関連部品を中心とした輸送機関連を軸として需要が回復し、売上高は19,550百万円とな

り、経常利益は791百万円となりました。 

④営業推進部 

営業推進部では、携帯電話を中心とした情報通信関連、家電製品を中心とした電機・電子関連、住

建・住設関連等での需要が回復するも、売上高は10,666百万円となり、経常損失は321百万円となり

ました。 

⑤北米 

北米では、自動車関連部品を中心とした輸送機関連の需要が盛り返し、また、太陽光発電関連部品

を中心とした住建・住設関連の新規受注があり、売上高は5,501百万円となり、経常利益は72百万円

となりました。 

⑥東南アジア 

東南アジアでは、マレーシアの家電製品を中心とした電機・電子関連、タイの家電製品を中心と

した電機・電子関連、自動車関連部品を中心とした輸送機関連での需要が回復し、売上高は3,585百

万円となり、経常利益は156百万円となりました。 

⑦東アジア 

東アジアでは、中国における家電製品を中心とした電機・電子関連、自動車関連部品を中心とした

輸送機関連の需要が堅調に推移し、売上高は5,282百万円となり、経常利益は648百万円となりまし

た。 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析
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・次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、 

 次期（平成24年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高83,000百万円、連結営業利益

2,800百万円、連結経常利益2,900百万円、連結当期純利益1,700百万円を見込んでおります。 
  

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

266百万円（9.1％）増加し、当連結会計年度末には3,198百万円となりました。 
  

(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、1,694百万円（前連結会計年度は1,951百万円の収入）となりまし

た。これは主に棚卸資産が1,185百万円の増加（前連結会計年度は766百万円の減少）、売上債権が

211百万円の増加（前連結会計年度は3,442百万円の増加）等があったものの、税金等調整前当期純利

益2,326百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費1,348百万円（前連結会計年度は1,254百万

円）の調整等が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、812百万円（前連結会計年度は918百万円の支出）となりました。

これは主に、旧本社を売却したこと等により、有形固定資産の売却による収入が862百万円（前連結

会計年度は169百万円の収入）があるものの、金型投資及び子会社移転に伴い土地建物等を購入した

こと等により、有形固定資産の取得による支出が1,482百万円（前連結会計年度は482百万円の支

出）、新システム導入等に伴う無形固定資産の取得による支出が258百万円（前連結会計年度は113百

万円の支出）あったこと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、481百万円（前連結会計年度は1,133百万円の支出）となりまし

た。これは主に、親会社による配当金の支出額が308百万円（前連結会計年度は308百万円の支出）し

た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 

（注１）いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注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。 

（注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。

（注４）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。 

（注５）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。 

（２）財政状態に関する分析

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 平成23年3月期

自己資本比率（％） 63.0 62.5 66.8 63.5 62.9

時価ベースの
自己資本比率（％）

52.8 40.3 19.9 25.2 25.2

債務償還年数（年） 0.9 0.4 1.4 2.1 2.3

インタレスト・
カバレッジ・レシオ

35.3 113.0 47.5 47.5 38.1

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社18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0.1%〕)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。 

２．企業集団の状況

所在地域 会社 主な関連業種

西日本 日本 ㈱テクノアソシエ 仕入・販売 電機・電子
ブロック 輸送機

住宅・建材

東日本 日本 ㈱テクノアソシエ 仕入・販売 電機・電子
ブロック 輸送機

住宅・建材

中部北陸 日本 ㈱テクノアソシエ 仕入・販売 電機・電子
ブロック 輸送機

住宅・建材

営業推進部 日本 ㈱テクノアソシエ 仕入・販売 情報通信

電機・電子

輸送機

住宅・建材

北米 アメリカ T・A・アメリカ 海外販売子会社 電機・電子

輸送機

住宅・建材

テクノアソシエ・メキ
シコ

海外物流管理   ※T・A・アメリカの輸入
商品の物流管理

東南アジア シンガポール テクノアソシエ・シン
ガポール

海外販売子会社 電機・電子

情報通信

マレーシア M・P・M 海外製造・販売
子会社

電機・電子

タイ テクノアソシエ・タイ 海外販売子会社 電機・電子

輸送機

東アジア 香港 科友香港 海外販売子会社 電機・電子

情報通信

台湾 科友台湾 海外調達拠点 電機・電子

輸送機

中国 科友上海 海外販売子会社 電機・電子

輸送機

科友大連 海外販売子会社 電機・電子

輸送機

科友広州 海外販売子会社 電機・電子

輸送機

日星金属制品 海外製造子会社 輸送機

嘉善科友盛科技 海外製造子会社 輸送機

昆山東訊機電 海外組立加工子
会社

電機・電子
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所在地域 会社 主な関連業種

その他 日本 トーブツテクノ㈱ 国内加工・販売
子会社

電機・電子

情報通信

㈱日本高分子工業
研究所

国内加工子会社 試作品

㈱舟越製作所 国内加工子会社 情報通信

オーアイテック㈱ 国内加工子会社 輸送機

大洋産業㈱ 国内加工・販売
関連会社

電機・電子

情報通信

輸送機

安高金属工業㈱ 国内加工・販売
関連会社

輸送機

欧州 テクノアソシエ・チェ
コ

海外販売子会社 電機・電子

輸送機

（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 

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） 

昆山東訊機電 

 （加工･販売会社） 

大洋産業（株） 
安高金属工業（株） 
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平成22年３月期決算短信（平成22年５月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.technoassocie.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,958 3,365

受取手形及び売掛金 25,141 25,241

有価証券 178 28

商品及び製品 5,690 6,676

仕掛品 112 166

原材料及び貯蔵品 93 143

繰延税金資産 653 595

その他 799 842

貸倒引当金 △52 △64

流動資産合計 35,576 36,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,317 6,210

機械装置及び運搬具（純額） 488 664

工具、器具及び備品（純額） 489 433

土地 4,537 4,394

リース資産（純額） 94 100

建設仮勘定 85 398

有形固定資産合計 12,013 12,202

無形固定資産   

ソフトウエア 946 925

その他 41 69

無形固定資産合計 987 994

投資その他の資産   

投資有価証券 1,218 1,069

長期貸付金 70 39

繰延税金資産 10 25

その他 852 714

貸倒引当金 △64 △65

投資その他の資産合計 2,087 1,783

固定資産合計 15,088 14,979

資産合計 50,665 51,976
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,360 11,268

短期借入金 3,990 4,098

未払法人税等 98 805

賞与引当金 532 548

資産除去債務 － 0

その他 1,618 1,408

流動負債合計 17,600 18,130

固定負債   

長期借入金 9 18

繰延税金負債 116 139

退職給付引当金 1 6

役員退職慰労引当金 168 177

資産除去債務 － 174

その他 136 82

固定負債合計 431 599

負債合計 18,032 18,730

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 23,581 24,553

自己株式 △552 △553

株主資本合計 33,167 34,137

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 273 252

繰延ヘッジ損益 △1 1

為替換算調整勘定 △1,285 △1,688

その他の包括利益累計額合計 △1,013 △1,434

少数株主持分 479 542

純資産合計 32,632 33,245

負債純資産合計 50,665 51,976
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 69,411 78,989

売上原価 56,732 64,175

売上総利益 12,679 14,814

販売費及び一般管理費 12,669 12,951

営業利益 10 1,862

営業外収益   

受取利息 28 14

受取配当金 14 21

持分法による投資利益 22 17

その他 355 317

営業外収益合計 421 370

営業外費用   

支払利息 41 46

為替差損 15 68

その他 193 101

営業外費用合計 250 216

経常利益 180 2,017

特別利益   

固定資産売却益 － 419

事業譲渡益 － 20

特別利益合計 － 439

特別損失   

減損損失 84 78

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51

特別損失合計 84 130

税金等調整前当期純利益 96 2,326

法人税、住民税及び事業税 143 918

法人税等調整額 △124 51

法人税等合計 19 970

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,356

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29 70

当期純利益 106 1,286

少数株主利益 － 70

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,356

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △20

繰延ヘッジ損益 － 3

為替換算調整勘定 － △406

その他の包括利益合計 － ※2  △424

包括利益 － ※1  932

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 865

少数株主に係る包括利益 － 66
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 23,783 23,581

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △308

当期純利益 106 1,286

連結子会社の増加による利益剰余金の減少 △0 △6

当期変動額合計 △202 971

当期末残高 23,581 24,553

自己株式   

前期末残高 △552 △552

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △552 △553

株主資本合計   

前期末残高 33,370 33,167

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △308

当期純利益 106 1,286

自己株式の取得 △0 △1

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 △6

当期変動額合計 △203 970

当期末残高 33,167 34,137
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 121 273

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152 △20

当期変動額合計 152 △20

当期末残高 273 252

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 3

当期変動額合計 △1 3

当期末残高 △1 1

為替換算調整勘定   

前期末残高 △992 △1,285

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △292 △403

当期変動額合計 △292 △403

当期末残高 △1,285 △1,688

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △871 △1,013

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △142 △420

当期変動額合計 △142 △420

当期末残高 △1,013 △1,434

少数株主持分   

前期末残高 468 479

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 63

当期変動額合計 10 63

当期末残高 479 542

純資産合計   

前期末残高 32,967 32,632

当期変動額   

剰余金の配当 △308 △308

当期純利益 106 1,286

自己株式の取得 △0 △1

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 △6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131 △357

当期変動額合計 △335 613

当期末残高 32,632 33,245
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 96 2,326

減価償却費 1,254 1,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 55 16

持分法による投資損益（△は益） △22 △17

固定資産売却損益（△は益） △34 △418

減損損失 84 78

受取利息及び受取配当金 △43 △35

支払利息 41 46

為替差損益（△は益） 6 15

事業譲渡損益（△は益） － △20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51

売上債権の増減額（△は増加） △3,442 △211

たな卸資産の増減額（△は増加） 766 △1,185

仕入債務の増減額（△は減少） 2,528 △59

その他 599 △59

小計 1,897 1,888

利息及び配当金の受取額 45 42

利息の支払額 △41 △46

法人税等の支払額 △207 △219

法人税等の還付による収入 257 28

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,951 1,694

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 △26 △370

定期預金の払戻による収入 － 350

有価証券の売却による収入 102 299

有価証券の取得による支出 △318 △156

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 △16 △6

子会社株式の取得による支出 △134 －

有形固定資産の売却による収入 169 862

有形固定資産の取得による支出 △482 △1,482

貸付けによる支出 △259 △136

貸付金の回収による収入 109 75

無形固定資産の取得による支出 △113 △258

その他 50 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △918 △812
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） △668 64

長期借入れによる収入 － 1

長期借入金の返済による支出 － △9

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 △308 △308

少数株主への配当金の支払額 △1 △7

リース債務の返済による支出 △154 △170

社債の償還による支出 － △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,133 △481

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76 △191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △177 209

現金及び現金同等物の期首残高 2,885 2,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 223 57

現金及び現金同等物の期末残高 2,931 3,198
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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

（株）舟越製作所

 前連結会計年度において非連結子会社であった（株）舟越製作所は、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、トーブツ興産（株）は、平成22年４月１日付でトーブツテクノ（株）と合併し

たことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

   (2)非連結子会社  （１社）

オーアイテック（株）

 非連結子会社は小規模であり、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、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 （１社）

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、（株）

舟越製作所の決算日は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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・「持分法に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３

月10日）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の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。 

・「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより当連結会計年度の営業利益、経常利益がそれぞれ33百万円減少し、税金等調整前当期純利

益が85百万円減少しております。 

・「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に

係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号 平成20年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）

に基づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用

し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30

日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」

の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載してお

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22年６月18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

（８）表示方法の変更

（連結損益及び包括利益計算書関係）

（９）追加情報
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・減損損失 

当社グループは、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。 

 
（減損損失の認識に至った経緯） 

上記の賃貸用不動産については収益性が著しく低下しており、また、徳庵寮については閉鎖が予

定されており、地価の著しい下落により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、賃

貸用不動産及び処分予定資産については、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） 

上記の賃貸用不動産については使用価値により、処分予定資産については固定資産税評価額を基

に算定した正味売却価額により測定しております。 

  

・固定資産売却益   

固定資産売却益の内容は、次のとおりです。 

 
  

・当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

※1  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※2  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

（10）連結財務諸表に関する注記事項

(連結損益及び包括利益計算書関係)

（単位：百万円）

場所 用途 種類 減損損失

旧大分営業所 土地 25

（大分県大分市） 賃貸用不動産 建物及び 

構築物
5

小計 30

場所 用途 種類 減損損失

徳庵寮 土地 42

（大阪府東大阪市） 処分予定資産 建物及び 

構築物
5

小計 47

合計 78

旧本社 407百万円

トーブツビル  12百万円

計 419百万円

親会社株主に係る包括利益 △35百万円

少数株主に係る包括利益 △16  〃 

計 △52百万円

その他有価証券評価差額金 152百万円

繰延ヘッジ損益 △1  〃 

為替換算調整勘定 △279  〃 

計 △129百万円
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（追加情報） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日)を適用しております。 

  

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は主に電機・電子関連、輸送機関連、住建・住設関連、情報通信関連向けに鋲螺商品及び非鉄金

属素材を中心とした生産材を販売しており、国内においては地域別に営業部、また市場別の営業推進部

を置き、海外においては北米、東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ）、東アジア等（中華

圏、香港、台湾）の各地域をＴ・Ａ・アメリカ（米国）、テクノアソシエ・シンガポール（シンガポー

ル）、科友上海（上海）及びその他の現地法人が、それぞれ担当しております。また、現地法人はそれ

ぞれ独立した経営単位であり、取扱商品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して

おります。 

したがって、当社は生産・販売体制を基礎とした地域別及び営業推進部のセグメントから構成されて

おり、「西日本ブロック」、「東日本ブロック」、「中部北陸ブロック」、「営業推進部」、「北

米」、「東南アジア」及び「東アジア」の７つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントでは鋲螺商品及び非鉄金属素材を中心とした生産材を販売しております。 

  

２ 報告セグメントの利益（又は損失）、資産及び負債等の額の測定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高

は市場実勢価格に基づいております。 

  

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

 

 
  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 
（注)１

合計
調整額 
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３

西日本 
ブロッ

ク

東日本
ブロッ
ク

中部北
陸ブロ
ック

営業 
推進部

北米
東南 

アジア
東 

アジア
小計

売上高

外部顧客への売
上高

18,059 15,002 19,550 10,666 5,501 3,585 5,282 77,647 1,342 78,989 - 78,989

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

145 120 8 41 99 53 2,896 3,366 4,871 8,237 △8,237 -

   計 18,204 15,123 19,558 10,707 5,600 3,639 8,178 81,013 6,214 87,227 △8,237 78,989

セグメント 
利益又は 
損失（△）

508 137 791 △321 72 156 648 1,993 2 1,995 21 2,017

セグメント 
資産

11,582 6,279 9,989 4,652 2,530 2,169 4,025 41,230 3,331 44,561 7,414 51,976

その他の項目

減価償却費 333 120 319 119 48 21 52 1,016 114 1,130 216 1,348

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

446 37 112 135 31 18 172 961 463 1,417 347 1,764

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない国際部、国内子会社及び欧州の現地法人の事業活動を含

んでおります。

２ 調整額は、以下の通りであります。

（１）セグメント利益又は損失の調整額21百万円の主な内容は、配当金の消去△87百万円、各報告セグメント

に配分していない本社費用218百万円、賞与引当金等の決算調整△90百万円であります。本社費用及び賞

与引当金等の決算調整は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。

（２）セグメント資産の調整額7,414百万円には、各報告セグメントに配分していない本社資産10,921百万円及

びセグメント間消去△3,506百万円が含まれております。

（３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額347百万円は、本社部門の投資額であります。

３ セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。
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(注)  １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

３．１株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、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21年４月１日

至 平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,6 6 8円55銭 １株当たり純資産額 1,6 9 7円22銭

１株当たり当期純利益金額 5円55銭 １株当たり当期純利益金額 66円75銭

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日)

 純資産の部の合計額（百万円） 32, 6 3 2 3 3 , 2 4 5

 普通株式に係る純資産額（百万円） 32, 1 5 3 3 2 , 7 0 3

 差額の主な内訳（百万円）

  少数株主持分 479 542

 普通株式の発行済株式数（千株） 20, 0 3 6 2 0 , 0 3 6

 普通株式の自己株式数（千株） 765 7 6 7

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（千株）
19, 2 7 0 1 9 , 2 6 8

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日)

 当期純利益（百万円） 106 1 , 2 8 6

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 106 1 , 2 8 6

 普通株式の期中平均株式数（千株） 19, 2 7 1 1 9 , 2 6 9

(重要な後発事象) 
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５．その他 

（１）役員の異動（平成 23 年 6 月 17 日付） 

 

①代表者の異動 
該当事項はありません。 
 

 ②新任取締役候補者 

  取締役 支配人(鋲螺事業推進部管掌) 山口
やまぐち

 登
のぼる

    現 理事 

ﾄｰﾌﾞﾂﾃｸﾉ株式会社 代表取締役社長 
 

  取締役               成田
な り た

 広明
ひろあき

    現 ﾏﾚｰｼｱﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ･ 

ﾏﾚｰｼｱﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ･                         ｾﾝﾄﾞﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄ 社長 

ｾﾝﾄﾞﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄ 社長 

 

  取締役 財務部長、経営企画室長  中島
なかじま

 克彦
かつひこ

     現 財務部長、経営企画室長 

 
 ③新任監査役候補者 

常勤監査役            中島
なかしま

 実
みのる

     現 専務取締役  

総務部、経理部、財務部統轄 
                              
 ④退任予定取締役 

専務取締役               中 條
ちゅうじょう

 健次
け ん じ

    常勤顧問就任予定 

 

  専務取締役            中島
なかしま

 実
みのる

      常勤監査役就任予定 

 

  常務取締役                西川
にしかわ

 幸
ゆき

明
あき

     顧問就任予定 

ﾄｰﾌﾞﾂﾃｸﾉ株式会社  
代表取締役社長就任予定 

 
 ⑤退任予定監査役 

  常勤監査役              藤田
ふ じ た

 安廣
やすひろ

      顧問就任予定 
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⑥役付役員の異動 

専務取締役            高安
たかやす

 宏明
ひろあき

    現 常務取締役 

 営業統轄、情報通信営業推進部、          情報通信営業推進部、品質保証本部 

品質保証本部、化成品事業推進部統轄        化成品事業推進部統轄  

             
 

  常務取締役             溝尾
み ぞ お

 靖
やす

伸
のぶ

   現 取締役 支配人（財務部、情報ｼｽﾃﾑ部   

  経理部、財務部、情報ｼｽﾃﾑ部統轄            管掌）経理部長 
経理部長 

 

  常務取締役            大島
おおしま

 俊二
しゅんじ

   現 取締役 支配人（北陸営業部管掌） 

住建・住設営業推進部、東京事務所           中部営業部長 
  中部営業部、北陸営業部統轄 
  中部営業部長、東京事務所長 
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（２）新任役員の略歴 
 
新任取締役候補者の略歴 
 

  氏 名        山口
やまぐち

 登
のぼる

 
 
  生 年 月 日        昭和 26 年 7 月 26 日生 59 才 
  最 終 学 歴        昭和 49 年 3 月 近畿大学理工学部経営工学科卒 
  職 歴        昭和 49 年 3 月 当社入社 
          平成 10 年 9 月 大阪営業部長 
            平成 12 年 6 月 取締役 
            平成 17 年 6 月 理事 
          平成 22 年 4 月 理事、トーブツテクノ株式会社 代表取締役社長 

                （現在に至る） 
  
  氏 名        成田

な り た

 広明
ひろあき

 
 
  生 年 月 日        昭和 34 年 1 月 27 日生 52 才 
  最 終 学 歴        昭和 56 年 3 月 久留米大学商学部卒 
  職 歴        昭和 56 年 4 月 当社入社 
          平成 15 年 10 月 大阪営業部長 
            平成 21 年 4 月 マレーシアン・プレシジョン・マニュファクチュアリング・ 
                  センドリアン・ベルハット社長 
                                         （現在に至る） 
 
  氏 名        中島

なかじま

 克彦
かつひこ

 
 
  生 年 月 日        昭和 36 年 2 月 16 日生 50 才 
  最 終 学 歴        昭和 58 年 3 月 神戸大学経営学部卒 
  職 歴        昭和 58 年 4 月 住友電気工業株式会社入社 
          平成 14 年 3 月 同社退社 
            平成 17 年 1 月 当社入社 経理部次長 
          平成 19 年 6 月 経理部長、企画室長 
          平成 22 年 2 月 財務部長、経営企画室長 
                                         （現在に至る） 
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新任監査役候補者の略歴 
 

  氏 名        中島
なかしま

 実
みのる

 
 
  生 年 月 日        昭和 25 年 8 月 22 日生 60 才 
  最 終 学 歴        昭和 50 年 3 月 大分大学経済学部卒 
  職 歴        昭和 50 年 4 月 住友電気工業株式会社入社 
          平成 8 年 2 月 三重住友電工株式会社経理部長 
          平成 10 年 7 月 当社経理部長 
                   平成 11 年 6 月 取締役 
          平成 17 年 6 月 常務取締役 
          平成 22 年 6 月 専務取締役、総務部、経理部、財務部統轄 

（現在に至る） 
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