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１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 2,252 △6.3 215 ― 209 ― 200 ―

22年３月期 2,404 △30.4 △21 ― △36 ― △196 ―

(注) 包括利益 23年３月期 254百万円( ― ％) 22年３月期  △243百万円( ― ％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年３月期 14 69 ― 20.8 6.1 9.6

22年３月期 △14 32 ― △20.5 △1.0 △0.9

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

 23年３月期 3,375 1,216 31.8 78 58

 22年３月期 3,405 968 25.4 62 90

(参考) 自己資本 23年３月期 1,072百万円 22年３月期 865百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

 23年３月期 233 100 △170 451

 22年３月期 180 △40 △100 288

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 0 ― ―

23年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 0 ― -

24年3月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 1,050 △9.6 110 69.4 100 65.4 60 △50.8 4 39

通 期 2,200 △2.3 230 6.8 210 0.4 130 △35.2 9 52



  

 

 
〔(注) 詳細は、添付資料25ページ「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」をご覧くださ

い。〕 

  

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料４ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年３月期 13,772,400株  22年３月期 13,772,400株

② 期末自己株式数  23年３月期 127,607株  22年３月期 16,147株

③ 期中平均株式数  23年３月期 13,654,344株  22年３月期 13,756,351株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 1,097 △13.5 87 282.6 65 ― 43 ―

22年３月期 1,269 △25.1 22 △52.9 △13 ― △19 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年３月期 3 14 ―

22年３月期 △1 41 ―

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期 2,465 820 33.3 59 62

22年３月期 2,487 775 31.2 56 41

(参考) 自己資本 23年３月期 820百万円 22年３月期 775百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当連結会計年度におけるわが国経済は、当初、アジア地域の堅調な需要や新興国の経済成長により景

気が持ち直す兆しがありました。しかし、一部欧州諸国に端を発した信用不安や、米国の景気低迷長期

化に伴う金融緩和政策はユーロ安円高、ドル安円高を進行させ、国内において企業収益への先行き不透

明感を高め、厳しい雇用情勢やデフレ状況も続きました。一方、年度後半から、新興国の需要を取り込

んだ一部企業では、収益の改善も見え始めましたが、政治的には国会のねじれ状態が生じ、有効な経済

政策が打ち出されず、景気の自律的な回復に至っていない中、３月11日に東日本大震災が発生いたしま

した。 

このような状況下におきまして、当社グループでは、平成22年７月末をもって不採算事業であった温

度計測事業から撤退し、事務機器事業・ソフトウエア関連事業・不動産事業の３事業を柱に事業の効率

化、利益体質への改善を進めてまいりました。 

事務機器事業では、営業拠点の統廃合、販売体制の見直等により販売効率・販売力強化を進めてまい

りましたが、代理店ルートの販売低迷、設備投資需要の低迷によりシステム案件の受注が伸び悩みまし

た。また、東日本大震災により、一部製品の製造に影響が出ました。 

ソフトウエア関連事業では、当社グループ各社とのシナジー効果による事業拡大を図るため、ネット

ワーク等のインフラ構築に強みを持つウインテック株式会社を平成22年４月1日付で子会社化し、事業

の強化を図りました。また、システム開発や技術支援に係る契約の中途解約や更新中止などが続いた状

況も落ち着きを取り戻しました。 

不動産事業では、所有賃貸不動産が高水準の稼動を保ったことにより、安定した収入を確保すること

ができました。 

温度計測事業につきましては、第１四半期連結会計期間において、事業撤退に伴い受注残を解消する

ために生産を増やしました。 

こうした結果、当社グループ全体の業績といたしましては、当連結会計年度の連結売上高は、2,252

百万円（前連結会計年度は2,404百万円、前連結会計年度比6.3％減）となりました。また、利益面につ

きましては、固定費削減の効果が出たこと等により、連結営業利益は215百万円（前連結会計年度は△

21百万円）、連結経常利益は209百万円（前連結会計年度は△36百万円）となりました。また、主な特

別利益として、温度計測事業の事業譲渡益86百万円を計上しております。以上の結果、連結当期純利益

は200百万円（前連結会計年度は△196百万円）となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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セグメント別の業績につきましては、以下のとおりであります。 

（セグメント別売上高） 

 
  

＜事務機器事業＞ 

営業拠点の統廃合、販売体制の見直等により販売効率・販売力強化を進めてまいりましたが、代理店

ルートの販売低迷、設備投資需要の低迷によりシステム案件の受注が伸び悩んだため、事務機器事業の

当連結会計年度の売上高は、947百万円（前連結会計年度比16.6％減）となりました。また、セグメン

ト経常利益は53百万円となりました。 

＜温度計測事業＞ 

第１四半期連結会計期間において、事業撤退に伴い受注残を解消するために生産を増やしましたが、

当連結会計年度の売上高は、192百万円（前連結会計年度比46.8％減）となりました。また、セグメン

ト経常利益は９百万円となりました。 

＜ソフトウエア関連事業＞ 

当社グループ各社とのシナジー効果による事業拡大を図るため、ネットワーク等のインフラ構築に強

みを持つウインテック株式会社を平成22年４月1日付で子会社化し、事業の強化を図りました。また、

システム開発や技術支援に係る契約の中途解約や更新中止などが続いた状況も落ち着きを取り戻したた

め、ソフトウエア関連事業の当連結会計年度の売上高は、977百万円（前連結会計年度比26.7％増）と

なりました。また、セグメント経常利益は100百万円となりました。 

＜不動産事業＞ 

所有賃貸不動産が高水準の稼動を保ったことにより、安定した収入を確保することができました。不

動産事業の当連結会計年度の売上高は、134百万円（前連結会計年度比0.4％減）となりました。また、

セグメント経常利益は45百万円となりました。 

  

売上高

前連結会計年度 当連結会計年度 前年同期比増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事務機器事業 1,135 47.2 947 42.1 △187 △16.6

温度計測事業 361 15.1 192 8.5 △169 △46.8

ソフトウエア関連事業 771 32.1 977 43.4 205 26.7

不動産事業 135 5.6 134 6.0 △0 △0.4

合計 2,404 100.0 2,252 100.0 △151 △6.3

㈱テクノ・セブン（6852）　平成23年３月期決算短信

－3－



  

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき 善の経営方針を立案するよ

う努めております。しかしながら、近年のIT技術の発展に伴うデジタル化及びグローバル化の進展のス

ピードには目覚ましいものがあり、今後も当社の主要分野において、更なる競争激化とそれに対処する

自己革新が求められています。当社グループは、事務機器事業・ソフトウエア関連事業・不動産事業の

３事業を柱に安定的に収益を生み出せる企業体質への転換を図り、株主の皆様への利益還元・安定配当

を実現できることを目指し経営を行っております。 

具体的な方針として、下記４項目を掲げ当社グループ一丸となって、その実現に邁進していきたいと

考えております。 

‐市場ニーズにマッチした商品の開発による競争力の強化 

‐既存製品の拡販はもとより、新たな柱となるべく新規商材の導入によるシェアの拡大 

‐徹底した合理化と付加価値の追求等による利益の確保 

‐復配 

  

平成24年３月期の業績につきましては、連結売上高2,200百万円（前連結会計年度比2.3％減）、連結

営業利益230百万円（前連結会計年度比6.8％増）、連結経常利益210百万円（前連結会計年度比0.4％

増）、連結当期純利益130百万円（前連結会計年度比35.2％減）となる見込みです。 

  

1. 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10百万円減少し、930百万円（前連結会計年度比1.2％減）と

なりました。これは、主として現金及び預金が162百万円増加する一方、受取手形及び売掛金が102百万

円、たな卸資産が92百万円減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて18百万円

減少し、2,445百万円（前連結会計年度比0.8％減）となりました。 

  

２. 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて90百万円減少し、539百万円（前連結会計年度比14.4％減）

となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が104百万円減少したことなどによります。固定

負債は、前連結会計年度末に比べて186百万円減少し、1,619百万円（前連結会計年度比10.4％減）とな

りました。これは、主として社債が70百万円増加する一方、長期借入金が156百万円減少したことによ

ります。 

  

３. 純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて248百万円増加し、1,216百万円（前連結会計年度比25.6％増）

となりました。これは、主として減資により、資本金が1,041百万円、資本剰余金が262百万円減少する

一方、利益剰余金が1,505百万円増加したことによります。減資により、当連結会計年度末の資本金

は、100百万円（前連結会計年度末は1,141百万円）、資本剰余金は、583百万円（前連結会計年度末は

846百万円）、利益剰余金は、380百万円（前連結会計年度末は△1,124百万円）となっております。 

  

②次期の見通し

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 
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当連結会計年度末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

162百万円増加し、当連結会計年度末には、451百万円となりました。 

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

１. 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232百万円（前連結会計年度比28.7％増）となりました。収入の主な

内訳は、税金等調整前当期純利益317百万円、減価償却費68百万円、たな卸資産の減少49百万円、売上

債権の減少152百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少106百万円、事業譲渡益86百万円等で

あります。 

  

２. 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は、101百万円（前連結会計年度は、40百万円の支出）となりました。

収入の主な内訳は、事業譲渡による収入130百万円、支出の主な内訳は、子会社株式の取得による支出

29百万円であります。 

  

３. 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170百万円（前連結会計年度比70.7％増）となりました。収入の主な

内訳は、長期借入れによる収入330百万円、社債の発行による収入100百万円、支出の主な内訳は、長期

借入金の返済による支出547百万円、社債の償還による支出52百万円であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

  

 当社の配当政策は、収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、配当性向の維持・向上及

び今後予想される業界の競争激化に耐えうる企業体質の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部

留保の充実等を勘案して決定することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの

②キャッシュ・フローの状況

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（％） 22.3 23.1 27.5 25.4 31.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

42.6 31.5 18.7 23.4 27.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

2,870.8 816.3 1,295.9 1,002.9 721.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

2.0 7.2 3.5 4.8 7.0

（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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剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありま

す。 

 平成22年６月25日開催の定時株主総会にて、資本金の額の減少及び資本準備金・利益準備金の額の

減少を行い、繰越利益剰余金に振替えて累積損失に補填に充当することを決議し、当事業年度において

累積損失は解消いたしました。しかしながら、当社を取り巻く現在の環境においては、まだ十分に安定

した企業体質が確保されたという状況ではありません。当事業年度の配当につきましても、不本意なが

ら無配当とさせていただきます。 

  

  

㈱テクノ・セブン（6852）　平成23年３月期決算短信

－6－



 当社グループは、当社と連結子会社㈱テクノ・セブンシステムズ、ニッポー㈱、ウインテック㈱、㈱タカ

ラ・サーミスタ及び親会社であるＴＣＳホールディングス㈱にて構成されており、事務機器事業、ソフトウ

エア関連事業及び不動産事業を行っております。 

１ 事務機器事業 

主要な製品はタイムレコーダ、チェックライタ、システムタイムレコーダ及び勤怠管理システム、入

退室管理システム等であります。 

これらの製品を当社が開発・販売し、さらに連結子会社のニッポー㈱においても販売するほか、親会社

の子会社である北部通信工業㈱に製造委託を行っております。 

２ ソフトウエア関連事業 

当社及び連結子会社の㈱テクノ・セブンシステムズ、ウインテック㈱及び㈱タカラ・サーミスタが、

業務アプリケーションソフトウエア、制御システム等の開発請負を行っております。 

３ 不動産事業 

当社及び連結子会社の㈱タカラ・サーミスタが、マンション等の賃貸を行っております。  

なお、温度計測事業は、平成22年７月末をもって、立山科学工業㈱に事業譲渡をおこない、同事業から

は撤退しております。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

２．企業集団の状況
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連結子会社の状況は以下のとおりであります 

名 称 住 所
資本金又は出資

金(千円)
主要な事業の内容

議決権の所有
割合(％)

㈱テクノ・セブンシステムズ 東京都中央区 90,095 ソフトウエア関連事業 70.0

ニッポー㈱ 東京都中央区 100,000 事務機器事業 100.0

ウインテック㈱ 東京都中央区 70,000 ソフトウエア関連事業 100.0

㈱タカラ・サーミスタ 東京都中央区 70,000 
ソフトウエア関連事業、 
不動産事業

75.0
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①企業理念 

「商品、サービスを提供する事業活動を通じ、社会の健全な進歩、発展へ貢献する。」 

②行動指針 

「お客様第一・公明正大・チャレンジ精神・創造性の発揮・スピードアップ」 

  

当社グループは、全従業員が上記行動指針を念頭に、全事業部門の経営効率化に取り組み、経費の圧

縮に努めた上で、成長部門への経営資源の効率配分を実施し、お客様のニーズに合った商品開発に取り

組んで行く所存でございます。 

  

当社グループは、ＲＯＥ・ＲＯＡ等、具体的な数値は定めておりませんが、株主の皆様への早期復

配、安定配当を経営目標に定め、企業体質の改善、強化に取組んでおります。 

  

当社グループでは、ソフトウエア関連事業において、平成22年4月1日付でウインテック株式会社の株

式を100％取得しソフトウエア事業の拡大を図るとともに、平成22年７月末に不採算であった温度計測

事業から撤退し事業の見直し、再編を実施いたしました。今後は、事務機器事業、ソフトウエア事業、

不動産事業の３事業に経営資源を集中し事業の拡大に努めてまいります。当社グループの経営戦略は、

以下のとおりであります。 

①事務機器事業 

・「時間の管理」をキーワードするシステム商品の研究、開発 

・新たな顧客層をターゲットとするシステム商品の販売 

・主力商品であるタイムレコーダの市場シェア拡大 

・既存の顧客、販売ルートをターゲットする新商材の投入 

②ソフトウエア関連事業 

・営業力の強化による新規顧客の開拓と既存顧客との取引深耕 

・顧客ニーズに対応できる技術を持った要員の育成、人材の確保 

・事務機器部門との共同による新たなシステム商材の開発、販売 

③不動産事業 

・高稼働率の維持による安定収益基盤の構築 

・当社グループで保有している旧工場の有効活用 

  

①事務機事業では、商流が変化する中にあって、既存の問屋、代理店の流れも生かしつつ、ネットや通

販ルートといった新たな販売チャンネルにウェイト置く営業施策が重要となっております。また、事

務機器に対する顧客のニーズ、すなわち市場も変化しており、ソフトウエア部門との連携により、シ

ステム商材を軸に魅力ある商品、商材を開発・販売し、差別化を図ってまいります。 

② ソフトウエア関連事業では、顧客企業の厳しい事業環境の下、受注価格の下落や開発案件の先送り

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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なども予想されます。当社グループとしては、営業力の強化により、新規顧客の開拓や既存顧客との取

引深耕を図ると同時に、顧客ニーズに対応できる技術を持った要員の育成、人材の確保を積極的に行

っており、顧客企業の信頼に答えられる体制の構築をさらに進めてまいります。 

③ 当社グループは、商品・サービスを提供する事業活動を通じ、社会の健全な進歩、発展に貢献する

ことを企業理念としております。事務機器事業とソフトウエア関連事業のシナジーを働かせ、当社グ

ループが得意とする「時間の管理」「人の管理」をキーワードとする商品・サービスの提供を通じ、

顧客へのソリューションを提供してまいります。 
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：千円）

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 288,942 451,697

受取手形及び売掛金 455,384 352,765

商品及び製品 89,941 42,309

仕掛品 5,670 958

原材料及び貯蔵品 53,279 12,966

繰延税金資産 7,418 15,838

その他 49,986 56,742

貸倒引当金 △9,382 △2,946

流動資産合計 941,239 930,332

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 1,205,439 ※2 1,205,581

減価償却累計額 △313,867 △360,210

建物及び構築物（純額） 891,572 845,370

機械装置及び運搬具 87,431 13,445

減価償却累計額 △85,382 △13,257

機械装置及び運搬具（純額） 2,048 188

工具、器具及び備品 264,393 172,979

減価償却累計額 △254,332 △168,727

工具、器具及び備品（純額） 10,060 4,252

土地 ※2 1,396,494 ※2 1,396,494

リース資産 4,241 4,241

減価償却累計額 △1,060 △2,120

リース資産（純額） 3,180 2,120

有形固定資産合計 2,303,357 2,248,426

無形固定資産

のれん 3,001 3,401

その他 34,242 24,016

無形固定資産合計 37,244 27,417

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 69,616 121,174

長期貸付金 54,797 54,797

その他 86,521 80,833

貸倒引当金 △87,652 △87,550

投資その他の資産合計 123,282 169,254

固定資産合計 2,463,884 2,445,098

資産合計 3,405,124 3,375,431
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（単位：千円）

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 260,630 155,663

短期借入金 ※2 222,412 ※2 197,372

1年内償還予定の社債 42,000 20,000

リース債務 1,113 1,113

未払法人税等 8,586 77,676

賞与引当金 32,967 37,451

その他 62,733 50,241

流動負債合計 630,443 539,518

固定負債

社債 － 70,000

長期借入金 ※2 1,543,484 ※2 1,386,832

リース債務 2,319 1,206

繰延税金負債 62,786 64,277

退職給付引当金 83,289 60,866

役員退職慰労引当金 2,657 1,096

長期未払金 82,009 －

その他 29,904 35,177

固定負債合計 1,806,451 1,619,455

負債合計 2,436,894 2,158,974

純資産の部

株主資本

資本金 1,141,620 100,000

資本剰余金 846,176 583,231

利益剰余金 △1,124,439 380,696

自己株式 △2,293 △8,789

株主資本合計 861,063 1,055,138

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,178 17,042

その他の包括利益累計額合計 4,178 17,042

少数株主持分 102,987 144,275

純資産合計 968,229 1,216,456

負債純資産合計 3,405,124 3,375,431
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

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 2,404,262 2,252,374

売上原価 ※1, ※3 1,827,765 ※1, ※3 1,616,836

売上総利益 576,497 635,538

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 597,552 ※2, ※3 420,094

営業利益又は営業損失（△） △21,055 215,443

営業外収益

受取利息及び配当金 976 1,059

還付消費税等 61 －

作業くず売却益 19 －

受取手数料 250 367

業務受託料 18,687 23,379

助成金収入 19,285 4,481

その他 1,912 3,164

営業外収益合計 41,190 32,452

営業外費用

支払利息 35,487 31,407

手形売却損 2,278 1,732

支払保証料 413 130

貸倒引当金繰入額 17,797 －

その他 396 5,519

営業外費用合計 56,372 38,789

経常利益又は経常損失（△） △36,237 209,107

特別利益

投資有価証券売却益 45 1,008

貸倒引当金戻入額 3,358 9,698

賞与引当金戻入額 23,313 30,318

事業譲渡益 － 86,808

固定資産売却益 － 184

特別利益合計 26,717 128,017

特別損失

投資有価証券評価損 14,145 782

投資有価証券売却損 － 1,490

固定資産除却損 ※5 476 ※5 1,679

事務所移転費用 － 2,593

事業撤退損 ※6 147,754 5,342

特別退職金 31,894 －

減損損失 ※4 20,370 ※4 1,262

ソフトウエア評価損 － 6,006

特別損失合計 214,640 19,155

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△224,160 317,969
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（単位：千円）

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)

法人税、住民税及び事業税 10,430 80,032

法人税等調整額 17,458 △262

法人税等合計 27,889 79,769

少数株主損益調整前当期純利益 － 238,199

少数株主利益又は少数株主損失（△） △55,125 37,628

当期純利益又は当期純損失（△） △196,924 200,571
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

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)

少数株主損益調整前当期純利益 － 238,199

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － ※2 16,481

その他の包括利益合計 － ※1 16,481

包括利益 － 254,681

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 213,435

少数株主に係る包括利益 － 41,245
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

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 1,141,620 1,141,620

当期変動額

減資 － △1,041,620

当期変動額合計 － △1,041,620

当期末残高 1,141,620 100,000

資本剰余金

前期末残高 846,176 846,176

当期変動額

減資 － △262,944

当期変動額合計 － △262,944

当期末残高 846,176 583,231

利益剰余金

前期末残高 △927,514 △1,124,439

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △196,924 200,571

減資 － 1,304,564

当期変動額合計 △196,924 1,505,135

当期末残高 △1,124,439 380,696

自己株式

前期末残高 △2,274 △2,293

当期変動額

自己株式の取得 △19 △6,496

当期変動額合計 △19 △6,496

当期末残高 △2,293 △8,789

株主資本合計

前期末残高 1,058,007 861,063

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △196,924 200,571

自己株式の取得 △19 △6,496

当期変動額合計 △196,943 194,074

当期末残高 861,063 1,055,138
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（単位：千円）

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 △2,377 4,178

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6,556 12,864

当期変動額合計 6,556 12,864

当期末残高 4,178 17,042

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △2,377 4,178

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6,556 12,864

当期変動額合計 6,556 12,864

当期末残高 4,178 17,042

少数株主持分

前期末残高 157,139 102,987

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,151 41,288

当期変動額合計 △54,151 41,288

当期末残高 102,987 144,275

純資産合計

前期末残高 1,212,768 968,229

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △196,924 200,571

自己株式の取得 △19 △6,496

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △47,595 54,152

当期変動額合計 △244,539 248,227

当期末残高 968,229 1,216,456

㈱テクノ・セブン（6852）　平成23年３月期決算短信

－17－



（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△224,160 317,969

減価償却費 75,484 68,181

減損損失 20,370 1,262

のれん償却額 1,000 1,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,373 △22,423

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △461 △1,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,095 △10,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,901 △6,830

受取利息及び受取配当金 △976 △1,059

支払利息 35,487 31,407

為替差損益（△は益） 12 28

投資有価証券売却損益（△は益） △45 482

投資有価証券評価損益（△は益） 14,145 782

事業譲渡損益（△は益） － △86,808

売上債権の増減額（△は増加） 148,359 152,308

たな卸資産の増減額（△は増加） 221,877 49,465

仕入債務の増減額（△は減少） △70,886 △106,901

有形固定資産売却損益（△は益） － △184

ソフトウエア評価損 － 6,006

有形固定資産除却損 476 1,679

長期未払金の増減額（△は減少） － △75,896

その他 △27,072 △42,757

小計 228,788 276,141

利息及び配当金の受取額 976 1,059

利息の支払額 △35,429 △31,692

法人税等の支払額 △13,732 △13,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,602 232,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,156 △4,494

投資有価証券の売却による収入 205 4,398

有形固定資産の売却による収入 － 675

有形及び無形固定資産の取得による支出 △38,744 △11,373

貸付金の回収による収入 100 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △19,458

敷金及び保証金の回収による収入 － 30,641

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △29,198

事業譲渡による収入 － 130,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,595 101,189
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（単位：千円）

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

短期借入金の返済による支出 △4,998 －

長期借入れによる収入 150,000 330,000

長期借入金の返済による支出 △182,066 △547,692

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △62,000 △52,000

リース債務の返済による支出 △1,020 △1,060

自己株式の取得による支出 △19 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,103 △170,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,891 162,755

現金及び現金同等物の期首残高 249,050 288,942

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 288,942 ※1 451,697
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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

項目
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 連結の範囲に関する事項   連結の範囲に含まれるのは下記の

子会社３社であります。

  ㈱タカラ・サーミスタ

  ㈱テクノ・セブンシステムズ

  ニッポー㈱

 連結の範囲に含まれるのは下記の子

会社４社であります。

  ㈱タカラ・サーミスタ

  ㈱テクノ・セブンシステムズ

  ニッポー㈱

  ウインテック㈱

   （当連結会計年度より新たに

ウインテック㈱株式を100％

取得したことにより連結の

範囲に含めております。）

２ 持分法の適用に関する事

項

  持分法適用会社はありません。    同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

  連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

   同左

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 

 その他有価証券

① 有価証券 

 その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格に基づく時価法

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

 時価のあるもの

   同左

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

 時価のないもの

   同左

② たな卸資産 ② たな卸資産

 ａ 商品、製品、原材料、仕掛品

  先入先出法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）

 ａ 商品、製品、原材料、仕掛品

    同左

 ｂ 貯蔵品 

   終仕入原価法

 ｂ 貯蔵品

（会計方針の変更）

当連結会計年度から「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20年９月26日）を適用

し、たな卸資産の評価方法を 終仕入

原価法から総平均法に変更しておりま

す。

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への影響は軽

微であります。
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項目
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)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法によっております。

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

① 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

  なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

  建物及び構築物   ２年～50年

  機械装置及び運搬具 １年～12年

  工具器具及び備品  ２年～15年

  また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によ

っております。

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

  同左

  ただし、ソフトウエア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(５年)、販売用ソフトウ

エアについては販売可能期間（３

年）に基づく定額法。

③ リース資産

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、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

③ リース資産

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

  同左

④ 長期前払費用

  定額法によっております。

④ 長期前払費用

同左
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項目
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)

 (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。

① 貸倒引当金

  同左

② 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

② 賞与引当金

  同左

③ 退職給付引当金

  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。なお、会計基準

変更時差異(395,705千円)について

は、15年で償却しております。  

③ 退職給付引当金

  同左

④ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

  同左

(4) 重要な収益及び費用の

計上基準

 完成工事高の計上基準

  当連結会計年度に着手した請負契
約から当連結会計年度末までの進
捗部分について成果の確実性が認
められる契約については工事進行
基準（工事の進捗率の見積りは原
価比例法）を、その他の契約につ
いては工事完成基準を適用してお
ります。

（会計方針の変更）
  受注制作のソフトウエアに係る収

益の計上基準については、従来、
工事完成基準を採用しておりまし
たが、当連結会計年度より、「工
事契約に関する会計基準」（企業
会計基準第15号 平成19年12月27
日）及び「工事契約に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第18号 平成19年12月27
日）を適用し、当連結会計年度よ
り着手した契約から、当連結会計
年度末までの進捗部分について成
果の確実性が認められる契約につ
いては工事進行基準（工事の進捗
率の見積りは原価比例法）を、そ
の他の契約については工事完成基
準を適用しております。なお、こ
れによる損益に与える影響はあり
ません。

 完成工事高の計上基準

  当連結会計年度に着手した請負契
約から当連結会計年度末までの進
捗部分について成果の確実性が認
められる契約については工事進行
基準（工事の進捗率の見積りは原
価比例法）を、その他の契約につ
いては工事完成基準を適用してお
ります。
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項目

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)

(5) のれんの償却方法及び

償却期間

――――――――― ５年間で均等償却しております。

(6) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲

――――――――― 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

であります。

 (7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

 消費税等の会計処理の方法

  消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

 消費税等の会計処理の方法

  同左

５ 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。

  同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

  のれんの償却については、その効

果が及ぶと見積もられる期間(５年)

で均等償却することとしておりま

す。

―――――――――

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

  連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、要求払預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から満期日または償還日ま

での期間が３ヶ月以内の短期投資か

らなっております。

―――――――――
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（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

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)

───────── (資産除去債務に関する会計基準等)

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への影響は軽微であります。

───────── (企業結合に関する会計基準等)

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）

及び「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。
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（追加情報） 

 
  
  

表示方法の変更

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)

───────── (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において固定負債に「長期未払金」

を表示していましたが、金額的重要性が乏しくなった

ため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示し

ております。なお、当当連結会計年度の固定負債の

「その他」に含まれる「長期未払金」は6,112千円で

あります。

───────── (連結損益計算書関係)

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。

前連結会計年度において営業外収益に「作業くず売却

益」を表示しておりましたが、重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度より「その他」に含めて表示してお

ります。なお、当連結会計年度の営業外収益の「その

他」に含まれる「作業くず売却益」は23千円でありま

す。

――――――――― (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期未払

金の増減額(△は減少)」は重要性が増加したため、当

連結会計年度では区分掲記することとしております。

なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「長期未払金の

増減額(△は減少)」は16,835千円であります。

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。
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（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
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

 １
受取手形割引高     38,188千円 受取手形割引高     15,635千円

※２ 担保に供している資産及びその対応債

務

担保に供している資産及びその対応債

務

担保に供している資産

建物及び構築物 262,655千円

土地 436,829千円

投資有価証券 5,390千円

計 704,875千円
 

担保に供している資産

建物及び構築物 250,718千円

土地 430,582千円

計 681,301千円

上記に対応する債務

短期借入金 1,656千円

長期借入金 77,344千円

計 79,000千円

上記に対応する債務

短期借入金 16,560千円

長期借入金 45,880千円

計 62,440千円

㈱テクノ・セブン（6852）　平成23年３月期決算短信

－26－



  

(連結損益計算書関係)

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

 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下げ額

  売上原価       26,752千円

 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の

低下による簿価切下げ額

 売上原価       9,909千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

給与賞与等 244,335千円

賞与引当金繰入額 3,433千円

退職給付費用 18,115千円

役員退職慰労引当金 
繰入額

869千円

貸倒引当金繰入額 1,653千円

支払手数料 77,570千円

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

給与賞与等 142,663千円

賞与引当金繰入額 6,816千円

退職給付費用 11,532千円

役員退職慰労引当金
繰入額

1,863千円

貸倒引当金繰入額 2,920千円

支払手数料 77,926千円

※３ 一般管理費及び当期
製造費用に含まれる
研究開発費

49,919千円
一般管理費及び当期
製造費用に含まれる
研究開発費

15,116千円

※４

 

 当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所 金額

温度計測事業

建物

岩手県 

一関市

4,872千円

機械装置及び運

搬具
592千円

工具器具及び備

品
1,473千円

土地 12,552千円

ソフトウエア 879千円

 当社グループは、事業用資産については、事業

種類別セグメントに基づき、資産のグルーピング

を行なっております。

 温度計測事業の各資産は事業撤退の意思決定に

伴い、回収可能価額まで簿価を減額し、当該減少

額を減損損失(20,370千円)として特別損失に計上

しました。

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、正味売却価額は取引事例等を勘案した

合理的な見積りにより評価しております。

 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

遊休資産 電話加入権
東京都 

中央区

 当社グループは、事業用資産については、事業

種類別セグメントに基づき、資産のグルーピング

を行なっております。

 遊休状態である電話加入権は、将来の使用見込

みが未確定なため、帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失(1,262千円)として特別

損失に計上しました。

 なお、回収可能価額は、遊休状態であり将来の

売却可能性も低いため備忘価額をもって評価して

おります。

※５

 

固定資産除却損の内訳

建物附属設備 454千円

機械装置及び運搬具 21千円

合計 476千円
 

固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 655千円

工具、器具及び備品 1,024千円

合計 1,679千円

※６ 事業撤退損の内容は、たな卸資産評価損でありま

す。

─────────
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※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 

 
  

  

  

  

  

  

  

(連結包括利益計算書関係)

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)

親会社株主に係る包括利益 △190,368千円

少数株主に係る包括利益 △52,751  〃  

計 △243,120千円

その他有価証券評価差額金 8,929千円

持分法適用会社に対する持分相当額 －

計 8,929千円
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 334株 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  
  

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,460株 

 新規取得の子会社所有の親会社株式による増加 110,000株 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

１ 発行済株式に関する事項

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) 13,772,400 ― ― 13,772,400

２ 自己株式に関する事項

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) 15,813 334 ― 16,147

３ 新株予約権等に関する事項

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22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

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) 13,772,400 ― ― 13,772,400

２ 自己株式に関する事項

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) 16,147 111,460 ― 127,607

３ 新株予約権等に関する事項

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
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

 

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の関係

現金及び預金勘定 288,942千円

現金及び現金同等物 288,942千円
 

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の関係

現金及び預金勘定 451,697千円

現金及び現金同等物 451,697千円
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該当事項はありません。 

  

取得による企業結合 

(1) 企業結合の概要 

①  被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称    ウインテック株式会社 

事業の内容          ネットワークサーバー系のインフラ構築業務 

②  企業結合を行った主な理由 

ソフトウエア関連事業の強化並びに事業拡大。 

③  企業結合日 

平成22年４月１日 

④  企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

⑤  結合後企業の名称 

変更ありません。 

⑥  取得した議決権比率 

企業結合直前に所有していた議決権比率    0％ 

取得後の議決権比率                   100％ 
  
(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成22年４月１日から平成23年３月31日まで 
  
(3) 被取得企業の取得原価 

91,800千円 
  
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

①  のれんの金額  

1,750千円 

②  発生原因 

被取得企業に係る純資産額と取得原価の差額により発生したものです。 

③  償却の方法及び償却期間 

５年間にわたる均等償却 
  
(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(企業結合等関係)

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）

流動資産 119,096千円

固定資産 51,948千円

資産合計 171,044千円

流動負債 32,466千円

固定負債 48,528千円
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(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額 

企業結合が当連結会計年度の開始日に完了しているため、該当はありません。 
  
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠 

ネットワークサーバーを中心としたインフラ構築、システムの運用監視・保守及び映像関連ネット

ワークの設計・構築に強みを有する会社であり、当社及び当社グループ各社とのシナジーにより、更

なる事業拡大が期待できる。 

  

事業分離 

(1) 事業分離の概要 

①分離先企業の名称 

   立山科学工業株式会社 

②分離した事業の内容 

   サーミスタおよび温度計測機器の製造・販売に関する事業 

③事業分離を行った主な理由 

   半導体市況や景気変動の影響を受け易いことや採算性が悪化している等、今後の事業拡大 

  が見込めないため。 

④事業分離日 

   平成22年７月31日 

⑤法的形式を含む事業分離の概要 

   受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡 

(2) 実施した会計処理の概要 

①事業譲渡益の金額 

   86,808千円 

②譲渡した事業に係る資産の適正な帳簿価格並びにその内訳 

   流動資産  43,191千円 

③会計処理 

譲渡した温度計測事業に関する投資は清算されたものとみて、譲渡したことにより受け取っ

た対価となる財の時価と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額を譲渡損益として認識し

ております。 

(3) 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

 温度計測事業 

(4) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概要    

   
  

負債合計 80,994千円

売上高 192,438千円

経常利益 9,595千円
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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) 

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類及び性質の類似性により区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

(1) 事務機器事業……タイムレコーダ、チェックライタ、システムタイムレコーダ、勤怠管理システム及び硬

貨選別機 

(2) 温度計測事業……デジタルセンサ、温度計測・制御機器、温度計装システム、熱(カロリー)試験装置、半

導体関連機器及び計測用サーミスタ、サーミスタセンサ 

(3) ソフトウエア関連事業……業務アプリケーションソフトウエア、制御システム等の開発請負 

(4) 不動産事業……マンション等の賃貸業 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,867千円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,015,113千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び総務部門に係る資産等であります。

５ 会計方針の変更 

     「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４. (4)に記載のとおり、当連結会計年度から、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会計年度より着手し

た契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりま

す。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

前連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度については、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略して

おります。 

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

事務機器 
事業 
(千円)

温度計測
事業 
(千円)

ソフトウエ
ア関連事業
(千円)

不動産事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

1,135,149 361,722 771,891 135,500 2,404,262 ― 2,404,262

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,245 32 6,240 720 8,237 (8,237) ―

計 1,136,394 361,754 778,131 136,220 2,412,500 (8,237) 2,404,262

営業費用 1,129,366 374,266 838,236 87,315 2,429,185 (3,867) 2,425,318

営業利益 
又は損失（△）

7,028 △12,511 △60,105 48,904 △16,684 (4,370) △21,055

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的 
支出

資産 659,504 299,485 409,952 1,029,147 2,398,090 1,007,033 3,405,124

減価償却費 19,069 3,925 502 51,718 75,215 268 75,484

減損損失 ― 20,370 ― ― 20,370 ― 20,370

資本的支出 37,667 1,000 ― 5,157 43,824 ― 43,824

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１  報告セグメントの概要 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて

の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「事務機器

事業」、「温度計測事業」、「ソフトウエア関連事業」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントと

しております。 

「事務機器事業」は、タイムレコーダ、チェックライタ、システムタイムレコーダ及び勤怠管理シス

テム、入退室管理システムの製造販売をしております。 

「温度計測事業」は、デジタルセンサ、温度計測・制御機器、温度計装システム、熱(カロリー)試験

装置、半導体関連機器及び計測用サーミスタ、サーミスタセンサの製造販売をしております。 

「ソフトウエア関連事業」は業務アプリケーションソフトウエア、制御システム等の開発請負をして

おります。 

 「不動産事業」はマンション等の賃貸をしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。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収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。 

  

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

  

(単位：千円) 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△4,370千円は、セグメント間取引消去であります。 

(セグメント情報)

(1) 報告セグメントの決定方法

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

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)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額 
（注）２

事務機器 
事業

温度計測
事業

ソフトウエ
ア関連事業

不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,135,149 361,722 771,891 135,500 2,404,262 ― 2,404,262

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,245 32 6,240 720 8,237 (8,237) ―

計 1,136,394 361,754 778,131 136,220 2,412,500 (8,237) 2,404,262

セグメント利益 △32,114 △5,451 △34,628 40,326 △31,867 (4,370) △36,237

セグメント資産 659,504 299,485 409,952 1,029,147 2,398,090 1,007,033 3,405,124

その他の項目

  減価償却費 19,069 3,925 502 51,718 75,215 268 75,484

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

37,667 1,000 ― 5,157 43,824 ― 43,824
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   資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産の金額は1,043,858千円であり、その主なものは、親会社での

余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び総務部門に係る資産等であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円) 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△536千円は、セグメント間取引消去であります。 

  資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産の金額は1,030,482千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  
  

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。 

  

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)

報告セグメント
調整額 
(注)

連結財務諸表
計上額 
（注）２

事務機器 
事業

温度計測
事業

ソフトウエ
ア関連事業

不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 947,198 192,438 977,762 134,975 2,252,374 ― 2,252,374

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

408 ― 3,200 720 4,328 (4,328) ―

計 947,606 192,438 980,962 135,695 2,256,703 (4,328) 2,252,374

セグメント利益 53,390 9,595 100,870 45,786 209,643 (536) 209,107

セグメント資産 587,817 122,720 649,129 986,163 2,345,830 1,029,600 3,375,431

その他の項目

  減価償却費 21,287 0 594 46,152 68,034 147 68,181

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

11,909 ― ― ― 11,909 ― 11,909

(追加情報)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 

  

 
  

(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 62.90円 １株当たり純資産額 78.58円

１株当たり当期純損失金額 14.32円 １株当たり当期純利益金額 14.69円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

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)

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額(千円)

968,229 1,216,456

普通株式に係る純資産額(千円) 865,241 1,072,181

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 102,987 144,275

普通株式の発行済株式数(株) 13,772,400 13,772,400

普通株式の自己株式数(株) 16,147 127,607

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(株)

13,756,253 13,644,793

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)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) △196,924 200,571

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(千円)

△196,924 200,571

普通株式の期中平均株式数(株) 13,756,351 13,654,344
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    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） 

  １. 子会社株式の取得 

       当社は、平成22年3月24日開催の取締役会において、ウインテック株式会社を子会社化する 

     ことを決議し、平成22年4月1日付で同社の株式を100％取得いたしました。 

   ①取得目的 

       当社は、ソフトウエア関連事業を更に強化し、事業拡大と収益性向上を図るため、ウインテ 

     ック株式会社の株式を取得し、子会社化することといたしました。ウインテック株式会社は、 

     ネットワークサーバーを中心としたインフラ構築、システムの運用監視・保守および映像関連 

     機器の開発、映像ネットワークの設計・構築に強みを有する会社であり、当社および当社グル 

   ープ各社とのシナジーにより更なる事業拡大が期待できます。 

   ②株式取得の相手会社の会社概要 

    (１)商号                ハイテクシステム株式会社 

    (２)代表者の役職氏名    代表取締役社長 髙山 允伯 

    (３)本店所在地       東京都台東区台東二丁目20番14号 

    (４)設立年月日          平成元年9月 

    (５)事業内容            企業向けの各種ソフトウエアの設計及び開発・保守 

    (６)資本金の額          80百万円 

   ③ウインテック株式会社の会社概要 

    (１)商号                ウインテック株式会社 

    (２)代表者の役職氏名    代表取締役社長 髙山 允伯 

    (３)本店所在地       東京都中央区日本橋本町4－8－14 

    (４)設立年月日          平成13年9月 

    (５)事業内容            ネットワークサーバー系のインフラ構築業務 

    (６)資本金の額          70百万円 

    (７) 発行済株式総数     1,800株 

    (８) 大株主及び持株比率     ハイテクシステム㈱100.0％ 

    (９) 従業員数               75名 

   ④株式取得の時期 

    取締役会決議   平成22年3月24日   

   引渡し期日    平成22年4月 1日   

   ⑤取得する株式の数、取得価額および取得後の持株比率 

   （１）異動前の所有株式数        ０株（所有割合 0％） 

   （２）取得株式数            1,800株（取得価額 91百万円） 

   （３）異動後の所有株式数    1,800株（所有割合 100％） 

   ⑥支払資金の調達方法および支払い方法 

     支払い資金は、親会社および子会社から調達しております。平成22年4月1日付けで, 

    ウインテック株式会社の株式の全てを現金決済にて取得いたしました。   

  

２. 資本金の額の減少及び資本準備金・利益準備金の額の減少 

当社は、平成22年6月25日開催の定時株主総会において、下記のとおり、「資本金の額の減少」及び

「資本準備金及び利益準備金の額の減少」について決議致しました。 

①減資及び資本準備金・利益準備金の額の減少に至った経緯及び目的 

当社は、事務機器事業、ソフトウエア関連事業、不動産事業の３事業を柱に事業の効率化・営業体制

(重要な後発事象)
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の強化を図りながら事業拡大し利益体質への改善に努めてまいりました。しかしながら、平成22年3

月31日現在の繰越利益剰余金はマイナス1,386,002,800円となっており、この欠損の解消には相当の期

間が見込まれます。つきましては、早期に財務体質を改善し、株主還元を含む柔軟な資本政策の展開を

可能とするため資本金の額の減少及び資本準備金・利益準備金の額の減少を行う次第です。 

②減資の要領 

（１）減少すべき資本金の額 

当社の資本金の額1,141,620,000円を1,041,620,000円減少して100,000,000円とします。 

（２）減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみ減少致します。 

減少した資本金の額1,041,620,000円はその他資本剰余金に振り替えます。 

③資本準備金の額の減少の要領 

（１）減少すべき資本準備金の額 

資本準備金の額846,176,120円を821,176,120円減少して、25,000,000円とします。 

（２）資本準備金の額の減少の方法 

減少した資本準備金821,176,120円を全額その他資本剰余金に振り替えます。 

④利益準備金の額の減少 

（１）減少すべき利益準備金の額 

利益準備金の額81,438,600円の全額 

（２）利益準備金の額の減少の方法 

減少した利益準備金81,438,600円を全額繰越利益剰余金に振り替えます。 

⑤減資及び資本準備金・利益準備金の額の減少の日程 

 
⑥今後の見通し 

上記の資本金及び資本準備金・利益準備金の減少は「純資産の部」における項目間の振替処理であ

り、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、当社の連結及び単体業績に与える影響はありませ

ん。 

  

３. 温度計測事業譲渡 

当社の連結子会社である株式会社タカラ・サーミスタは、平成22年6月10日開催の取締役会におい

て、温度計測事業の譲渡に関する基本合意書を締結することを決議いたしました。また、同日付で基本

合意書を締結いたしました。 

①譲渡理由 

株式会社タカラ・サーミスタは、平成22年5月末までに温度計測事業から撤退することを決定しまし

たが、その撤退方法について、事業譲渡が 善であると判断し、立山科学工業株式会社へ事業譲渡する

ことで基本合意することとなりました。 

②譲渡の相手会社 

１． 取締役会決議日 平成22年5月20日（木曜日）

２. 株主総会決議日 平成22年6月25日（金曜日）

３. 債権者異議申述公告 平成22年6月28日（月曜日）

４. 債権者異議申述 終期日 平成22年7月29日（木曜日）

５. 効力発生日 平成22年7月30日（金曜日）
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③譲渡の日程 

 
  

     該当事項はありません。 

  

  

 開示の内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(1)会社の名称 立山科学工業株式会社

(2)本店所在地 富山県富山市大泉一区中部1583番地

(3)代表者 代表取締役社長 水口昭一郎

(4)資本金 99,500千円

(5)事業内容
無線機器の設計・開発・製造・販売、各種抵抗
器・電子部品・電子機器の製造販売

平成22年６月10日 取締役会決議、基本合意書締結

平成22年６月30日（予定） 取締役会決議、事業譲渡契約書締結

平成22年７月31日（予定） 事業譲渡期日

 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）

６．その他

（１）役員の異動
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